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CloudWatch へのアクセス

Amazon CloudWatch とは
Amazon CloudWatch は、Amazon Web Services (AWS) リソースと、AWS で実行されているアプリケー
ションをリアルタイムでモニターリングします。CloudWatch を使用してメトリクスを収集し、追跡でき
ます。メトリクスとは、リソースやアプリケーションに関して測定できる変数です。

CloudWatch のホームページには、使用している AWS の各サービスに関するメトリクスが自動的に表示さ
れます。さらに、カスタムダッシュボードを作成してカスタムアプリケーションのメトリクスを表示した
り、選択したメトリクスのカスタムコレクションを表示したりできます。

メトリクスを監視し、しきい値を超過したときに通知を送信したり、モニターリングしているリソースを
自動的に変更したりするアラームを作成できます。例えば、Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用率お
よびディスク読み取り/書き込みをモニターリングし、そのデータを基に、増加する負荷を処理する追加の
インスタンスを起動すべきかどうかを判断します。また、このデータを使用して、十分利用されていない
インスタンスを停止することで、費用を節約することができます。

CloudWatch により、システム全体のリソース使用率、アプリケーションパフォーマンス、およびオペ
レーションの状態において可視性を得ることができます。

CloudWatch へのアクセス
次のいずれかの方法で CloudWatch にアクセスできます。

• Amazon CloudWatch コンソール – https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
• AWS CLI – 詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS Command 

Line Interface のセットアップ」を参照してください。
• CloudWatch API – 詳細については、「Amazon CloudWatch API リファレンス」を参照してください。
• AWS SDK – 詳細については、Amazon Web Services 用ツールを参照してください。

関連 AWS サービス
Amazon CloudWatch と一緒に使用されるサービスは以下のとおりです。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、サブスクライブしているエンドポイントやク
ライアントへのメッセージ配信や送信を調整および管理します。アラームしきい値に達したときにメッ
セージを送信するには、CloudWatch で Amazon SNS を使用します。詳細については、「Amazon SNS 
通知の設定 (p. 187)」を参照してください。

• Amazon EC2 Auto Scaling により、ユーザー定義のポリシー、ヘルスステータスチェック、およびスケ
ジュールに基づいて Amazon EC2 インスタンスを自動的に起動または終了します。Amazon EC2 Auto 
Scaling で CloudWatch アラームを使用して、EC2 インスタンスをオンデマンドでスケーリングできま
す。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド」の「動的スケーリング」を参照し
てください。

• AWS CloudTrail は、アカウントの Amazon CloudWatch API 宛てのコール (AWS Management 
Console、AWS CLI などのサービスによって行われるコールを含む) のモニターリングを可能にしま
す。CloudTrail ログ記録をオンにすると、CloudWatch は CloudTrail を設定したときに指定した Amazon 
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CloudWatch の仕組み

S3 バケットにログファイルを書き込みます。詳細については、「AWS CloudTrail を使用した Amazon 
CloudWatch API コールのログ記録 (p. 1250)」を参照してください。

• AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのユーザーアクセスを安全に管理す
るウェブサービスです。IAM により、どのユーザーがお客様の AWS リソースを使用できるか (認証)、
それらのユーザーがどのリソースをどのような方法で使用できるか (承認) を制御できます。詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch 用 Identity and Access Management (p. 1166)」を参照してください。

Amazon CloudWatch の仕組み
Amazon CloudWatch は基本的にメトリクスリポジトリです。AWS のサービス (Amazon EC2 など) は、メ
トリクスをレポジトリに置き、これらのメトリクスを基に統計が取得されます。独自のカスタムメトリク
スをレポジトリーに置いた場合も、それらのメトリクスを基に統計を取得できます。

メトリクスを使用して統計を計算し、そのデータをグラフ化して CloudWatch コンソールに表示
できます。メトリクスを生成して CloudWatch に送信するその他の AWS リソースの詳細について
は、CloudWatch メトリクスを発行する AWS のサービス (p. 1012) を参照してください。

一定の基準が満たされたときに Amazon EC2 インスタンスを停止、開始、または終了するアラームア
クションを設定できます。また、ご自身の代わりに Amazon EC2 Auto Scaling および Amazon Simple 
Notification Service (Amazon SNS) アクションを開始するアラームを作成できます。CloudWatch アラーム
の作成の詳細については、「Alarms (p. 8)」を参照してください。

AWS クラウドコンピューティングリソースは、高可用性データセンター設備に収容されています。拡張
性と信頼性を高めるため、各データセンターは、リージョンとして知られる特定の地域に配置されていま
す。各リージョンは、障害が発生しても切り分けてできる限り安定性を高めるため、他のリージョンから
完全に分離される設計になっています。メトリクスはリージョンに個別に保存されますが、CloudWatch 
クロスリージョン機能を使用して、異なるリージョンから統計を集計できます。詳細については、「クロ
スアカウントクロスリージョン CloudWatch コンソール (p. 1261)」、および「Amazon Web Services 全
般のリファレンス」のリージョンとエンドポイントについてのセクションを参照してください。
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Amazon CloudWatch の概念
Amazon CloudWatch を理解し使用するために重要な用語と概念を、以下に示します。

• 名前空間 (p. 3)
• メトリクス (p. 3)
• ディメンション (p. 4)
• 解像度 (p. 5)
• 統計 (p. 6)
• パーセンタイル (p. 7)
• Alarms (p. 8)

CloudWatch メトリクス、アラーム、API リクエスト、および E メール通知に関するサービスクォータに
ついては、「CloudWatch service quotas」(CloudWatch サービスクォータ) を参照してください。

名前空間
名前空間は、CloudWatch メトリクスのコンテナです。異なる名前空間のメトリクスは相互に切り離され
て、異なるアプリケーションのメトリクスが誤って同じ統計に集約されないようになっています。

デフォルトの名前空間はありません。CloudWatch に発行する各データポイントには、名前空間を指定す
る必要があります。メトリクスの作成時に名前空間名を指定できます。これらの名前には有効な ASCII 文
字を含める必要があり、長さを 255 文字以下にする必要があります。使用可能な文字は、英数字 (0-9A-
Za-z)、ピリオド (.)、ハイフン (-)、アンダースコア (_)、スラッシュ (/)、ハッシュ (#)、コロン (:) です。名
前空間には、空白以外の文字を 1 つ以上含める必要があります。

AWS 名前空間では通常、命名規則 AWS/service が使用されます。例えば、Amazon EC2 は AWS/EC2
名前空間を使用します。AWS 名前空間のリストは、CloudWatch メトリクスを発行する AWS のサービ
ス (p. 1012) を参照してください。

メトリクス
メトリクスは CloudWatch での基本的な概念です。メトリクスは、CloudWatch に発行された時系列の
データポイントのセットを表します。メトリクスはモニターリング対象の変数と考え、データポイント
は時間の経過と共に変数の値を表します。例えば、特定の EC2 インスタンスの CPU 使用率は、Amazon 
EC2 により提供される 1 つのメトリクスです。データポイント自体は、データの収集元のアプリケーショ
ンまたはビジネスアクティビティから生成されます。

デフォルトでは、多くの AWS のサービスはリソース (Amazon EC2 インスタンス、Amazon EBS ボ
リューム、Amazon RDS DB インスタンスなど) に対してメトリクスを無料で提供しています。料金につ
いては、Amazon EC2 インスタンスなど一部のリソースの詳細モニターリングを有効にしたり、独自のア
プリケーションメトリクスを発行したりもできます。カスタムメトリクスには、データポイントを任意の
順序や比率で追加できます。それらのデータポイントについての統計を、順序付けられた時系列データの
セットとして取得できます。

メトリクスは作成されたリージョンにのみ存在します。メトリクスは削除できませんが、それらに対して
新しいデータが発行されない場合、15 か月後に自動的に有効期限切れになります。15 か月以上経過した
データポイントは、ローリング方式で期限切れになります。つまり、新しいデータポイントが入ってくる
たびに、古い 15 か月以上経過したものが削除されます。

メトリクスは名前、名前空間、0 以上のディメンションで一意に定義されます。メトリクスの各データポ
イントには、タイムスタンプと、(オプションで) 測定単位があります。CloudWatch から任意のメトリク
スの統計情報を取得できます。
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詳細については、「利用可能なメトリクスを表示する (p. 119)」および「 カスタムメトリクスをパブ
リッシュする (p. 177)」を参照してください。

タイムスタンプ
各メトリクスデータポイントに、タイムスタンプが関連付けられている必要があります。タイムスタンプ
は、最大 2 週間前から最大 2 時間後になります。ユーザーがタイムスタンプを指定しない場合は、データ
ポイントを受信した時間を基に、CloudWatch がタイムスタンプを作成します。

タイムスタンプは、完全な日付、時間、分、秒を含む dateTime オブジェクトです (たとえ
ば、2016-10-31T23:59:59Z)。詳細については、「dateTime」を参照してください。必須ではありません
が、協定世界時 (UTC) を使用することをお勧めします。CloudWatch から統計を取得すると、すべての時
刻は UTC になります。

CloudWatch アラームは、現在の UTC 時刻に基づいてメトリクスをチェックします。現在の UTC 時刻以
外のタイムスタンプで CloudWatch にカスタムメトリクスが送信されると、アラームが Insufficient Data
状態を表示するか、アラームに遅延が生じる可能性があります。

メトリクスの保持
CloudWatch では、次のようにメトリクスデータを保持します。

• 期間が 60 秒未満のデータポイントは、3 時間使用できます。これらのデータポイントは高解像度カスタ
ムメトリクスです。

• 期間が 60 秒 (1 分) のデータポイントは、15 日間使用できます。
• 期間が 300 秒 (5 分) のデータポイントは、63 日間使用できます。
• 期間が 3600 秒 (1 時間) のデータポイントは、455 日 (15 か月) 間使用できます。

最初は短い期間で発行されるデータポイントは、長期的なストレージのため一緒に集計されます。たと
えば、1 分の期間でデータを収集する場合、データは 1 分の解像度で 15 日にわたり利用可能になりま
す。15 日を過ぎてもこのデータはまだ利用できますが、集計され、5 分の解像度のみで取得可能になりま
す。63 日を過ぎるとこのデータはさらに集計され、1 時間の解像度のみで利用できます。

Note

過去 2 週間に新しいデータポイントがないメトリクスは、コンソールに表示されません。また、
これらはコンソールの [すべてのメトリクス] タブの検索ボックスにメトリクス名やディメンショ
ン名を入力しても表示されず、list-metrics コマンドの結果でも返されません。これらのメトリク
スを取得する最善の方法は、AWS CLI の get-metric-data コマンドまたは get-metric-statistics コ
マンドを使用することです。

ディメンション
ディメンションは、メトリクスのアイデンティティの一部である名前と値のペアです。1 メトリクスあた
り最大 30 ディメンションを割り当てることができます。

各メトリクスには、それを表す固有の特徴があります。ディメンションはその特徴のカテゴリーと考える
ことができます。ディメンションは、統計プランの構造を設計するのに役立ちます。ディメンションは、
メトリクスの一意の識別子の一部であるため、メトリクスに一意の名前と値のペアを追加するときは常
に、そのメトリクスの新しいバリエーションを作成していることになります。

CloudWatch にデータを送信する AWS のサービスは、各メトリクスにディメンションを指定しま
す。CloudWatch が返す結果にフィルタを掛ける際にディメンションを使用できます。たとえば、メトリ
クスを検索する際に InstanceId ディメンションを指定することにより、特定の EC2 インスタンスの統
計を取得できます。
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Amazon EC2 など特定の AWS のサービスが生成するメトリクスでは、CloudWatch は複数のディメン
ションにまたがるデータを集約する場合があります。例えば、ディメンションを指定せずに AWS/EC2 名
前空間にあるメトリクスを検索すると、CloudWatch は、指定されたメトリクスの全データを集約して、
リクエストされた統計を作成します。CloudWatch はディメンション間ではカスタムメトリクスを集約し
ません。

ディメンションの組み合わせ
CloudWatch は、メトリクスのメトリクス名が同じ場合でも、ディメンションの一意の各組み合わせを別
個のメトリクスとして扱います。明示的に発行したディメンションの組み合わせを用いてのみ、統計を取
得できます。統計を取得するとき、名前空間、メトリクス名、ディメンションパラメータに、メトリクス
作成時に使用されたのと同じ値を指定します。CloudWatch が集約に使用する開始時間と終了時間も指定
できます。

たとえば、次のプロパティを使用して、DataCenterMetric 名前空間内で ServerStats という名前の 4 つの
異なるメトリクスを発行するとします。

Dimensions: Server=Prod, Domain=Frankfurt, Unit: Count, Timestamp: 2016-10-31T12:30:00Z, 
 Value: 105
Dimensions: Server=Beta, Domain=Frankfurt, Unit: Count, Timestamp: 2016-10-31T12:31:00Z, 
 Value: 115
Dimensions: Server=Prod, Domain=Rio,       Unit: Count, Timestamp: 2016-10-31T12:32:00Z, 
 Value: 95
Dimensions: Server=Beta, Domain=Rio,       Unit: Count, Timestamp: 2016-10-31T12:33:00Z, 
 Value: 97

これらの 4 つのメトリクスのみを発行した場合、次のディメンションの組み合わせで統計を取得できま
す。

• Server=Prod,Domain=Frankfurt

• Server=Prod,Domain=Rio

• Server=Beta,Domain=Frankfurt

• Server=Beta,Domain=Rio

次のディメンションの統計を取得したり、ディメンションを指定しない場合に統計を取得したりすること
はできません。(例外は、複数のメトリクスの統計を取得できる Metric Math の SEARCH 関数を使用する
ことです。詳細については、「グラフで検索式を使用する (p. 158)」を参照してください。)

• Server=Prod

• Server=Beta

• Domain=Frankfurt

• Domain=Rio

解像度
各メトリクスは次のいずれかです。

• 詳細度が 1 分のデータを含む、標準の解像度
• 詳細度が 1 秒のデータを含む高解像度

AWS のサービスによって生成されたメトリクスは、デフォルトで標準解像度になります。カスタムメトリ
クスを発行するときは、標準解像度または高解像度のいずれかとして定義できます。高分解能のメトリク
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スをパブリッシュすると、CloudWatch はそれを 1 秒の分解能で保存します。ユーザーは、1 秒、5 秒、10 
秒、30 秒、または 60 秒の倍数の期間でメトリクスを読み取り、取得できます。

高解像度メトリクスを使用すれば、アプリケーションの 1 分未満のアクティビティをより迅速に把握で
きます。PutMetricData がカスタムメトリクスを呼び出す場合、課金されることに注意してください。
そのため、高解像度で PutMetricData を頻繁に呼び出すと、高額な料金が発生する可能性がありま
す。CloudWatch の料金の詳細については、Amazon CloudWatch の料金をご覧ください。

高解像度メトリクスでアラームを設定する場合、10 秒または 30 秒の期間で高解像度アラームを指定する
か、60 秒の倍数の期間で通常のアラームを設定できます。10 秒または 30 秒の期間の高解像度アラームで
は、料金が高くなります。

統計
統計は、指定した期間のメトリクスデータの集計です。CloudWatch は、カスタムデータまたは他の AWS 
のサービスから CloudWatch に与えられたメトリクスのデータポイントを基に、統計を提供します。集約
は、指定した期間内に、名前空間、メトリクス名、ディメンション、データポイントの測定単位を用いて
行われます。

CloudWatch でサポートされている統計の詳細定義については、CloudWatch 統計定義 (p. 167) を参照し
てください。

単位
各統計には、測定単位があります。単位の例は、Bytes、Seconds、Count、Percent などで
す。CloudWatch がサポートするユニットの詳細なリストについては、「Amazon CloudWatch API リファ
レンス」の「MetricDatum」データ型を参照してください。

カスタムメトリクスを作成するときに単位を指定できます。単位を指定しない場合、CloudWatch は単位
として None を使用します。単位は、データの概念的意味を与えるのに役立ちます。CloudWatch は内部
的に単位に意味を持たせていませんが、他のアプリケーションでは、単位を基に意味のある情報を引き出
すことができます。

測定単位を指定するメトリクスデータポイントは個別に集約されます。単位を指定せずに統計を取得する
場合、CloudWatch が同じ単位のデータポイントをすべて 1 つに集約します。単位だけが異なっている 2 
つのメトリクスがある場合、単位ごとに別々の 2 つのデータストリームが返されます。

期間
期間とは、特定の Amazon CloudWatch 統計に関連付けられた時間長です。各統計は、指定された期
間に収集されたメトリクスデータの集約を表しています。期間は秒数で定義され、期間の有効な値
は、1、5、10、30、または 60 の倍数になります。たとえば、6 分の期間を指定するには、期間の値とし
て 360 を使用します。期間の長さを変えることで、データの集約方法を調整できます。期間は、最短 1 分
から最長 1 日 (86,400 秒) までになります。デフォルト値は 60 秒です。

1 秒のストレージ解像度で定義したカスタムメトリクスのみが、1 分未満の解像度をサポートします。60 
秒未満の期間を設定するオプションは常にコンソールで利用できますが、メトリクスの保存方法に合った
期間を選択する必要があります。1 分未満の期間をサポートするメトリクスの詳細については、「高解像
度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

統計を取得するとき、期間、開始時刻、終了時刻を指定できます。これらのパラメータでは、統計に関連
する全体の時間長を決定します。開始時刻と終了時刻のデフォルト値では、過去 1 時間分の統計が得ら
れます。開始時刻と終了時刻に指定した値により、CloudWatch により返される期間が決まります。たと
えば、期間、開始時刻、終了時刻のデフォルト値を使用して統計を取得すると、過去 1 時間で毎分の集約
された統計一式が返されます。10 分区切りで集約された統計を取得する場合は、期間を 600 に指定しま
す。1 時間分の集約された統計の場合は、期間を 3600 に設定します。
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一定期間にわたって統計が集計されると、その期間の開始時点に対応する時刻のタイムスタンプが付きま
す。たとえば、午後 7:00～午後 8:00 に集計されたデータには、午後 7:00 のタイムスタンプが付きます。
さらに、午後 7:00～午後 8:00 に集計されたデータは午後 7:00 から表示され、この期間中に CloudWatch 
がさらに多くのサンプルを集計するにつれて、集計データの値が変わる場合があります。

CloudWatch アラームでは、期間も重要です。特定のメトリクスをモニターリングするアラームを作成し
たなら、そのメトリクスと指定したしきい値を比較するよう CloudWatch に依頼していることになりま
す。ユーザーは、CloudWatch がその比較を行う方法を広範囲に制御できます。どれくらいの期間で比較
するかだけでなく、結論までに使用する評価期間数も設定できます。例えば、3 つの評価期間を設定する
と、CloudWatch は 3 つのデータポイントのウィンドウを比較します。最も古い期間が超過し、その他の
期間が超過または不足している場合にのみ、CloudWatch は通知を送ります。

集約
統計の取得時に指定した期間の長さに従って、Amazon CloudWatch は統計を集約します。同一または類
似したタイムスタンプを使って、望む数のデータポイントをパブリッシュできます。CloudWatch は、指
定された期間の長さに従って集約します。CloudWatch はリージョン間でデータを自動的に集約しません
が、メトリクスの計算を使用して、異なるリージョンのメトリクスを集約できます。

同じタイムスタンプだけでなく、同じ名前空間とディメンションを共有するメトリクスのデータポイン
トをパブリッシュできます。CloudWatch は、それらのデータポイントの集約された統計を返します。ま
た、どのタイムスタンプでも、同じメトリクスまたは異なるメトリクスの複数のデータポイントをパブ
リッシュすることもできます。

大きいデータセットの場合、統計セットという事前集約されたデータセットを挿入できます。統計セット
により、CloudWatch に多数のデータポイントの Min (最小値)、Max (最大値)、Sum (合計)、SampleCount 
(サンプルカウント) を与えます。これは、1 分間に何回もデータを収集する必要がある場合によく使用さ
れます。たとえば、ウェブページのリクエストレイテンシーに関するメトリクスがあるとします。ウェブ
ページがヒットされるたびにデータを発行することは意味を成しません。そこで、そのウェブページの全
ヒットのレイテンシーを収集してそのデータを毎分集約し、その統計セットを CloudWatch に送信するこ
とができます。

Amazon CloudWatch は、メトリクスのソースを区別しません。ソースが異なっていても、名前空間と
ディメンションが同じメトリクスがパブリッシュされれば、CloudWatch はこれを 1 つのメトリクスとし
て扱います。これは、分散型の、拡大縮小されたシステムのサービスメトリクスで有用です。たとえば、
ウェブサーバーのアプリケーションのすべてのホストが処理するリクエストのレイテンシーを表すメトリ
クスを 1 つにまとめてパブリッシュできます。CloudWatch はこれらを 1 つのメトリクスとして扱い、ア
プリケーション全体ですべてのリクエストの最小値、最大値、平均、合計の統計を取得できるようにしま
す。

パーセンタイル
パーセンタイルは、データセットにおける値の相対的な位置を示します。たとえば、95 パーセンタイル
は、95 パーセントのデータがこの値を下回っており、5 パーセントのデータがこの値を上回っていること
を意味します。パーセンタイルにより、メトリクスデータの分布をよく理解することができます。

パーセンタイルは、異常を分離するためによく使用されます。正規分布では、95 パーセントのデータが平
均から 2 標準偏差以内に収まっており、99.7 パーセントのデータが平均から 3 標準偏差以内に収まって
います。3 標準偏差に収まらないデータは、平均値とかけ離れているため、多くの場合異常と見なされま
す。たとえば、お客様の満足度を高めるため、EC2 インスタンスの CPU 使用率をモニターリングしてい
るとします。平均をモニターリングした場合、異常が見えなくなる可能性があります。最大をモニターリ
ングした場合、1 つの異常のために正しい結果が見えなくなる可能性があります。パーセンタイルを使用
すると、CPU 使用率の 95 パーセンタイルをモニターリングし、負荷が異常に高いインスタンスをチェッ
クできます。

CloudWatch メトリクスの中には、統計としてパーセンタイルがサポートされています。これらのメトリ
クスの場合、他の CloudWatch 統計 (平均、最小、最大、合計) を使用するのと同じように、パーセンタイ
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ルを使用してシステムとアプリケーションをモニターリングできます。たとえば、アラームを作成すると
き、パーセンタイルを統計関数として使用できます。小数点以下最大 10 桁のパーセンタイルを指定でき
ます (p95.0123456789 など)。

カスタムメトリクスの要約されていない raw データポイントを発行するかぎり、カスタムメトリクスで
パーセンタイル統計を利用できます。パーセンタイル統計は、メトリクス値が負の数値のメトリクスに対
して使用することはできません。

CloudWatch は、raw データポイントを使用してパーセンタイルを計算します。代わりに統計セットを使用
してデータを発行する場合は、以下の条件のいずれか真である場合のみ、このデータのパーセンタイル統
計を取得できます。

• 統計セットの SampleCount 値は 1 で、Min、Max、Sum はすべて等しくなります。
• Min と Max は等しく、Sum は Min に SampleCount を乗算した値に等しくなります。

次の AWS サービスには、パーセンタイル統計をサポートするメトリクスが含まれています。

• API Gateway
• Application Load Balancer
• Amazon EC2
• Elastic Load Balancing
• Kinesis
• Amazon RDS

CloudWatch では、トリミングされた平均値やその他のパフォーマンス統計もサポートしており、パーセ
ンタイルと同様の使用が可能です。詳細については、「CloudWatch 統計定義 (p. 167)」を参照してくだ
さい。

Alarms
アラームを使用すると、アクションを自動的に開始することができます。アラームは、指定した期間の単
一のメトリクスを監視し、一定期間におけるしきい値とメトリクスの値の関係性に基づいて、1 つ以上の
指定されたアクションを実行します。アクションは、Amazon SNS のトピックまたは Auto Scaling のポリ
シーに送信される通知です。アラームはダッシュボードに追加することもできます。

アラームは、持続している状態変化に対してのみアクションを呼び出します。CloudWatch アラームは、
特定の状態にあるという理由だけではアクションを呼び出しません。状態が変わって、変わった状態が指
定期間にわたって維持される必要があります。

アラームを作成するときは、メトリクスの解像度以上のアラームのモニターリング期間を選択します。例
えば、Amazon EC2 の基本モニターリングでは、5 分ごとにインスタンスのメトリクスが提供されます。
基本モニターリングのメトリクスにアラームを設定する場合、少なくとも 300 秒 (5 分) の期間を選択し
ます。Amazon EC2 の詳細モニターリングでは、1 分の解像度でインスタンスのメトリクスが提供されま
す。詳細モニターリングのメトリクスにアラームを設定する場合、少なくとも 60 秒 (1 分) の期間を選択
します。

高解像度メトリクスでアラームを設定する場合、10 秒または 30 秒の期間で高解像度アラームを指定する
か、60 秒の倍数の期間で通常のアラームを設定できます。高解像度のアラームには高い料金が発生しま
す。高解像度メトリクスの詳細については、「 カスタムメトリクスをパブリッシュする (p. 177)」を参
照してください。

詳細については、 Amazon CloudWatch でのアラームの使用 (p. 180) および グラフのメトリクスからア
ラームを作成する (p. 134) を参照してください。

8



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
請求とコスト 

CloudWatch の請求とコスト
このセクションでは、Amazon CloudWatch の機能でどのようにコストが発生するかについて説明しま
す。また、CloudWatch のコストを分析、最適化、削減するのに役立つ方法についても説明します。この
セクション全体を通して、CloudWatch 機能を説明する際に料金について言及することがあります。料金
の詳細については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照してください。

トピック
• Cost Explorer で CloudWatch のコストと使用状況データを分析する  (p. 9)
• CloudWatch のコストと使用状況データを AWS Cost and Usage Report と Athena で分析す

る (p. 12)
• コスト削減と最適化のためのベストプラクティス (p. 14)

Cost Explorer で CloudWatch のコストと使用状況デー
タを分析する
AWS Cost Explorer では、CloudWatch を含む AWS のサービス のコストと使用状況のデータを時間の経
過を追って可視化して分析できます。詳細については、「AWS Cost Explorer の使用開始」を参照してく
ださい。

以下の手順では、Cost Explorer を使用して CloudWatch のコストと使用状況データを可視化および分析す
る方法について説明します。

CloudWatch のコストと使用状況データを可視化して分析するに
は
1. Cost Explorer コンソールにサインインします https://console.aws.amazon.com/cost-management/ 

home#/custom。
2. [FILTERS] (フィルター) で、[Service] (サービス) に [CloudWatch] を選択します。
3. [Group by] (グループ化の条件) には [Usage Type] (使用タイプ) を選択します。また、次のような他の

カテゴリ別に結果をグループ化することもできます。

• [API Operation] (API オペレーション) – 最もコストがかかった API オペレーションを確認する。
• [Region] (リージョン) – 最もコストがかかったリージョンを確認する。

次の画像は、CloudWatch の機能によって 6 か月間に発生したコストの例を示しています。
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最もコストがかかった CloudWatch 機能を知るには、UsageType の値を確認します。例えば、EU-
CW:GMD-Metrics は、CloudWatch バルク API リクエストによって発生したコストを表します。

Note

UsageType の文字列は、特定の機能およびリージョンと一致します。例えば、EU-CW:GMD-
Metrics の最初の部分 (EU) は欧州 (アイルランド) リージョンと一致し、EU-CW:GMD-Metrics
の後半の部分 (GMD-Metrics) は CloudWatch バルク API リクエストと一致します。
UsageType の文字列全体は <Region>-CW:<Feature> または <Region>-<Feature> の形式
になっています。
読みやすくするために、このドキュメント全体を通して、表の中の UsageType の文字列は、文
字列の後半の部分に短縮されています。例えば、EU-CW:GMD-Metrics は GMD-Metrics に短縮
されます。

次の表に、各 CloudWatch 機能の名前、各サブ機能の名前、および UsageType の文字列を示します。

CloudWatch 機能 CloudWatch サブ機能 UsageType

CloudWatch メトリクス カスタムメトリクス MetricMonitorUsage
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CloudWatch 機能 CloudWatch サブ機能 UsageType

  詳細モニターリング MetricMonitorUsage

  埋め込みメトリクス MetricMonitorUsage

CloudWatch API リクエスト API リクエスト Requests

  バルク (取得) GMD-Metrics

  Contributor Insights GIRR-Metrics

  ビットマップイメージスナップ
ショット

GMWI-Metrics

CloudWatch メトリクスストリー
ム

メトリクスストリーム MetricStreamUsage

CloudWatch ダッシュボード メトリクスが 50 以下のダッシュ
ボード

DashboardsUsageHour-
Basic

  メトリクスが 50 を超えるダッ
シュボード

DashboardsUsageHour

CloudWatch アラーム 標準 (メトリクスアラーム) AlarmMonitorUsage

  高解像度 (メトリクスアラーム) HighResAlarmMonitorUsage

  Metrics Insights クエリアラーム MetricInsightAlarmUsage

  複合 (集約アラーム) CompositeAlarmMonitorUsage

CloudWatch カスタムログ 収集 (取り込み) DataProcessing-Bytes

  保存 (アーカイブ) TimedStorage-ByteHrs

  分析 (クエリ) DataScanned-Bytes

CloudWatch 出力ログ 配信 (Amazon CloudWatch Logs) VendedLog-Bytes

  配信 (Amazon Simple Storage 
Service)

S3-Egress-ComprBytes

S3-Egress-Bytes

  配信 (Amazon Kinesis Data 
Firehose)

FH-Egress-Bytes

Contributor Insights CloudWatch Logs (ルール) ContributorInsightRules

  CloudWatch Logs (イベント) ContributorInsightEvents

  Amazon DynamoDB (ルール) ContributorRulesManaged

  DynamoDB イベント) ContributorEventsManaged

Canary (合成) 実行 Canary-runs

Evidently イベント Evidently-event

  分析ユニット Evidently-eau

RUM イベント RUM-event
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CloudWatch のコストと使用状況データを AWS Cost 
and Usage Report と Athena で分析する
CloudWatch のコストと使用状況データを分析するもう 1 つの方法は、AWS Cost and Usage Report を 
Amazon Athena とともに使用することです。AWS Cost and Usage Report には、コストと使用状況デー
タが包括的にまとめて含まれています。コストと使用状況を追跡するレポートを作成し、これらのレポー
トを、任意の S3 バケットに発行できます。S3 バケットからレポートをダウンロードして削除することも
できます。詳細については、「AWS Cost and Usage Report ユーザーガイド」の「AWS Cost and Usage 
Report とは?」を参照してください。

Note

AWS Cost and Usage Report の使用料は発生しません。ストレージに対して料金が発生するの
は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にレポートを発行するときのみです。詳細に
ついては、「AWS Cost and Usage Report ユーザーガイド」の「クォータと制限」を参照してく
ださい。

Athena は、コストと使用状況データを分析するために AWS Cost and Usage Report で使用できるクエリ
サービスです。S3 バケット内のレポートは、最初にダウンロードしなくてもクエリできます。詳細につい
ては、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「Amazon Athena とは」を参照してください。詳細につい
ては、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「Amazon Athena とは」を参照してください。料金に関す
る詳細については、「Amazon Athena の料金」を参照してください。

以下の手順では、AWS Cost and Usage Report を有効にして、このサービスを Athena と統合するプロセ
スを説明します。この手順には、CloudWatch のコストと使用状況データを分析するために使用できる 2 
つのクエリ例が含まれています。

Note

このドキュメント内のクエリ例は、どれでも使用してかまいません。このドキュメント内のク
エリ例はすべて、costandusagereport という名前のデータベースに対応していて、2022 年 4 月
の結果を表示します。この情報は、変更することができます。ただし、クエリを実行する前に、
データベースの名前がクエリ内のデータベースの名前と一致していることを確認してください。

AWS Cost and Usage Report と Athena を使用してコストと使用
状況のデータを分析するには
1. AWS Cost and Usage Report を有効にします。詳細については、「AWS Cost and Usage Report ユー

ザーガイド」の「コストと使用状況レポートを作成する」を参照してください。

Tip

レポートを作成するときは、[Include resource IDs] (リソース ID を含める) を必ず選択してく
ださい。そうしないと、レポートに line_item_resource_id の列が含まれません。この
行は、コストと使用状況データを分析するときにコストをさらに特定するのに役立ちます。

2. AWS Cost and Usage Report を Athena と統合します。詳細については、「AWS Cost and Usage 
Report ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation テンプレートを使用した Athena の設定」を参照
してください。

3. コストと使用状況のレポートをクエリします。

例: Athena クエリ

次のクエリを使用して、特定の月に最もコストが発生した CloudWatch 機能を表示できます。

SELECT
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CASE
-- Metrics
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%MetricMonitorUsage%%' THEN 'Metrics (Custom, Detailed 
 monitoring management portal EMF)'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%Requests%%' THEN 'Metrics (API Requests)'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%GMD-Metrics%%' THEN 'Metrics (Bulk API Requests)'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%MetricStreamUsage%%' THEN 'Metric Streams'
-- Dashboard
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%DashboardsUsageHour%%' THEN 'Dashboards'
-- Alarms
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%AlarmMonitorUsage%%' THEN 'Alarms (Standard)'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%HighResAlarmMonitorUsage%%' THEN 'Alarms (High 
 Resolution)'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%MetricInsightAlarmUsage%%' THEN 'Alarms (Metrics 
 Insights)'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%CompositeAlarmMonitorUsage%%' THEN 'Alarms (Composite)'
-- Logs
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%DataProcessing-Bytes%%' THEN 'Logs (Collect - Data 
 Ingestion)'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%TimedStorage-ByteHrs%%' THEN 'Logs (Storage - Archival)'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%DataScanned-Bytes%%' THEN 'Logs (Analyze - Logs Insights 
 queries)'
-- Vended Logs
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%VendedLog-Bytes%%' THEN 'Vended Logs (Delivered to CW)'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%FH-Egress-Bytes%%' THEN 'Vended Logs (Delivered to 
 Kinesis FH)'
WHEN (line_item_usage_type LIKE '%%S3-Egress-Bytes%%') OR (line_item_usage_type LIKE '%%S3-
Egress-
ComprBytes%%') THEN 'Vended Logs (Delivered to S3)'
-- Other
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%Canary-runs%%' THEN 'Synthetics'
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%Evidently%%' THEN 'Evidently'  
WHEN line_item_usage_type LIKE '%%RUM-event%%' THEN 'RUM'
ELSE 'Others'
END AS UsageType,
-- REGEXP_EXTRACT(line_item_resource_id,'^(?:.+?:){5}(.+)$',1) as ResourceID,
-- SUM(CAST(line_item_usage_amount AS double)) AS UsageQuantity,
SUM(CAST(line_item_unblended_cost AS decimal(16,8))) AS TotalSpend
FROM
costandusagereport 
WHERE
product_product_name = 'AmazonCloudWatch'
AND year='2022' 
AND month='4' 
AND line_item_line_item_type NOT IN ('Tax','Credit','Refund','EdpDiscount','Fee','RIFee')
-- AND line_item_usage_account_id = '123456789012' – If you want to filter on a specific 
 account, you can
remove this comment at the beginning of the line and specify an AWS account.
GROUP BY
1
ORDER BY
TotalSpend DESC,
UsageType;

例: Athena クエリ

次のクエリを使用して、UsageType と Operation の結果を表示できます。これは、CloudWatch の機能
でどのようにコストが発生したかを示しています。結果には UsageQuantity と TotalSpend の値も表
示されます。これによって、総使用コストを確認できます。

Tip

UsageType の詳細を確認するには、次の行をこのクエリに追加します。
line_item_line_item_description
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この行によって、[Description] (説明) という名前の列が作成されます。

SELECT
bill_payer_account_id as Payer,
line_item_usage_account_id as LinkedAccount,
line_item_usage_type AS UsageType,
line_item_operation AS Operation,
line_item_resource_id AS ResourceID,
SUM(CAST(line_item_usage_amount AS double)) AS UsageQuantity,
SUM(CAST(line_item_unblended_cost AS decimal(16,8))) AS TotalSpend
FROM
costandusagereport 
WHERE
product_product_name = 'AmazonCloudWatch'
AND year='2022' 
AND month='4' 
AND line_item_line_item_type NOT IN ('Tax','Credit','Refund','EdpDiscount','Fee','RIFee')
GROUP BY
bill_payer_account_id,
line_item_usage_account_id,
line_item_usage_type,
line_item_resource_id,
line_item_operation

コスト削減と最適化のためのベストプラクティス
CloudWatch メトリクス
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon S3、Amazon Kinesis Data Firehose など多くの 
AWS のサービス は、メトリクスを CloudWatch に自動的に無料で送信します。ただし、次のカテゴリに
分類されたメトリクスには、追加コストが発生する可能性があります。

• カスタムメトリクス、詳細モニターリング、埋め込みメトリクス
• API リクエスト
• メトリクスストリーム

詳細については、「Amazon CloudWatch メトリクスを使用する」を参照してください。

カスタムメトリクス、詳細モニターリング、埋め込みメトリクス

カスタムメトリクス

カスタムメトリクスを作成して、データポイントを任意の順序や比率で整理できます。

すべてのカスタムメトリクスは時間単位で比例配分されます。CloudWatch に送信されたときにのみ計測
されます。メトリクスの料金の詳細については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照してください。

次の表に、CloudWatch メトリクスに関連するサブ機能の名前を示します。表には、UsageType と
Operation の文字列が含まれています。これは、メトリクス関連のコストを分析して特定するのに役立
ちます。

Note

Athena でコストと使用状況のデータをクエリしているときに、次の表に示すメトリクスの詳細を
取得するには、Operation の文字列を line_item_operation に示された結果と一致させま
す。
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CloudWatch サブ機能 UsageType Operation 目的

カスタムメトリクス MetricMonitorUsage MetricStorage カスタムメトリクス

詳細モニターリング MetricMonitorUsage MetricStorage:AWS/
{Service}

詳細モニターリング

埋め込みメトリクス MetricMonitorUsage MetricStorage:AWS/
Logs-EMF

埋め込みメトリクスの
ログを記録する

ログフィルター MetricMonitorUsage MetricStorage:AWS/
CloudWatchLogs

ロググループメトリク
スフィルター

詳細モニターリング

CloudWatch には、次の 2 つのタイプのモニターリングがあります。

• 基本モニターリング

基本モニターリングは無料で、機能をサポートしているすべての AWS のサービス で自動的に有効にな
ります。

• 詳細モニターリング

詳細モニターリングにはコストがかかり、AWS のサービス によってさまざまな機能拡張が追加されて
います。詳細モニターリングをサポートしている AWS のサービス の場合は、そのサービスに対して有
効にするかどうかを選択できます。詳細については、「基本モニターリングと詳細モニターリング」を
参照してください。

Note

その他の AWS のサービス では、詳細モニターリングをサポートしていても、この機能を別の名
前で参照している場合があります。例えば、Amazon S3 の詳細モニターリングはリクエストメト
リクスと呼ばれます。

カスタムメトリクスと同様に、詳細モニターリングは時間単位で比例配分され、データが CloudWatch に
送信されたときにのみ計測されます。詳細モニターリングでは、CloudWatch に送信されるメトクスの数
によってコストが発生します。コストを削減するには、必要な場合にのみ詳細モニターリングを有効にし
ます。詳細モニターリングの料金については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照してください。

例: Athena クエリ

次のクエリを使用して、詳細モニターリングが有効になっている EC2 インスタンスを確認できます。

SELECT
bill_payer_account_id as Payer,
line_item_usage_account_id as LinkedAccount,
line_item_usage_type AS UsageType,
line_item_operation AS Operation,
line_item_resource_id AS ResourceID,
SUM(CAST(line_item_usage_amount AS double)) AS UsageQuantity,
SUM(CAST(line_item_unblended_cost AS decimal(16,8))) AS TotalSpend
FROM
costandusagereport 
WHERE
product_product_name = 'AmazonCloudWatch'
AND year='2022' 
AND month='4' 
AND line_item_operation='MetricStorage:AWS/EC2'
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AND line_item_line_item_type NOT IN ('Tax','Credit','Refund','EdpDiscount','Fee','RIFee')
GROUP BY
bill_payer_account_id,
line_item_usage_account_id,
line_item_usage_type,
line_item_resource_id,
line_item_operation,
line_item_line_item_description
ORDER BY line_item_operation

埋め込みメトリクス

CloudWatch 埋め込みメトリクス形式を使用すると、アプリケーションデータをログデータとして取り込
むことができるため、実用的なメトリクスを生成できます。詳細については、「高カーディナリティログ
の取り込みと CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットによるメトリクスの生成」を参照してくださ
い。

埋め込みメトリクスでは、取り込まれたログの数、アーカイブされたログの数、生成されたカスタムメト
リクスの数によってコストが発生します。

次の表に、CloudWatch 埋め込みメトリクス形式に関連するサブ機能の名前を示します。表に
は、UsageType と Operation の文字列が含まれています。これは、コストを分析して特定するのに役
立ちます。

CloudWatch サブ機能 UsageType Operation 目的

カスタムメトリクス MetricMonitorUsage MetricStorage:AWS/
Logs-EMF

埋め込みメトリクスの
ログを記録する

ログの取り込み DataProcessing-
Bytes

PutLogEvents 一連のログイベントの
バッチを指定された
ロググループまたはロ
グストリームにアップ
ロードする

ログのアーカイブ TimedStorage-
ByteHrs

HourlyStorageMeteringCloudWatch Logs に 1 
時間あたりのログとバ
イトあたりのログを保
存する

コストを分析するには、AWS Cost and Usage Report を Athena とともに使用すると、コストを発生させ
ているメトリクスを特定し、コストがどのように発生するかを判断できます。

CloudWatch 埋め込みメトリクス形式によって発生するコストを最大限に活用するには、カーディナリ
ティの高いディメンションに基づくメトリクスの作成は避けてください。そうすれば、CloudWatch は一
意のディメンションの組み合わせごとにカスタムメトリクスを作成しません。詳細については、「ディメ
ンション」を参照してください。

埋め込みメトリクス形式を活用するために CloudWatch Container Insights を使用している場合は、メト
リクス関連のコストを最大限に活用するための代替手段として AWS Distro for Open Telemetry を使用で
きます。Container Insights を使用して、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスのメト
リクスとログを収集、集計、要約できます。Container Insights を有効にすると、CloudWatch エージェ
ントはログを CloudWatch に送信し、ログを使用して埋め込みメトリクスを生成できるようにします。
ただし、CloudWatch エージェントは CloudWatch に単に一定数のメトリクスを送信し、使用していない
ものも含め、使用可能なすべてのメトリクスに対して課金されます。AWS Distro for Open Telemetry で
は、CloudWatch に送信されるメトリクスとディメンションを設定およびカスタマイズできます。これに
より、Container Insights が生成するデータ量とコストを削減できます。詳細については、以下のリソース
を参照してください。
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• Container Insights の使用
• AWS Distro for Open Telemetry

API リクエスト

CloudWatch には次のタイプの API リクエストがあります。

• API リクエスト
• バルク (取得)
• Contributor Insights
• ビットマップイメージスナップショット

API リクエストでは、リクエストタイプとリクエストされたメトリクスの数によってコストが発生しま
す。

次の表に、API リクエストのタイプと、UsageType と Operation の文字列を示します。これは、API 関
連のコストを分析して特定するのに役立ちます。

API リクエストのタイプ UsageType Operation 目的

API リクエスト Requests GetMetricStatistics 指定されたメトリクス
の統計情報を取得する

  Requests ListMetrics 指定されたメトリクス
を一覧表示する

  Requests PutMetricData メトリックスのデータ
ポイントを CloudWatch 
に発行する

  Requests GetDashboard 指定されたダッシュ
ボードの詳細を表示す
る

  Requests ListDashboards アカウントのダッシュ
ボードを一覧表示する

  Requests PutDashboard ダッシュボードを作成
または更新する

  Requests DeleteDashboards 指定されたダッシュ
ボードをすべて削除す
る

バルク (取得) GMD-Metrics GetMetricData CloudWatch メトリクス
値を取得する

Contributor Insights GIRR-Metrics GetInsightRuleReportContributor Insights ルー
ルによって収集された
時系列データを返す

ビットマップイメージ
スナップショット

GMWI-Metrics GetMetricWidgetImage1 つまたは複数の 
CloudWatch メトリクス
のスナップショットを
ビットマップイメージ
として取得する
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コストを分析するには、Cost Explorer を使用して、結果を API オペレーションによってグループ化しま
す。

API リクエストのコストはさまざまで、AWS 無料利用枠の制限以下で提供される API 呼び出しの数を超え
るとコストが発生します。

Note

GetMetricData と GetMetricWidgetImage は、AWS 無料利用枠の制限には含まれません。
詳細については、「AWS Billing ユーザーガイド」の「AWS 無料利用枠の使用」を参照してくだ
さい。

一般的にコストがかかる API リクエストは、Put と Get リクエストです。

PutMetricData

PutMetricData が呼び出されるたびにコストが発生し、ユースケースによっては多大なコストが発生す
る可能性があります。詳細については、「Amazon CloudWatch API リファレンス」の「PutMetricData」
を参照してください。

PutMetricData によって発生するコストを最大限に活用するには、より多くのデータを一括して API 呼
び出しをします。ユースケースによっては、CloudWatch Logs または CloudWatch 埋め込みメトリクス形
式を使用して、メトリクスデータを盛り込むことを検討してください。詳細については、以下のリソース
を参照してください。

• Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Logs とは」
• 高カーディナリティログの取り込みと CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットによるメトリクス

の生成
• Amazon CloudWatch 埋め込みカスタムメトリクスでコストを削減し、お客様に重点を置く

GetMetricData

また、GetMetricData でも多大なコストが発生する可能性があります。コストを押し上げる一般的な
ユースケースには、データを取得してインサイトを生成するサードパーティのモニターリングツールが関
連しています。詳細については、「Amazon CloudWatch API リファレンス」の「GetMetricData」を参照
してください。

GetMetricData によって発生するコストを削減するには、モニターリングし使用するデータのみを取得
することを検討するか、データを取得する頻度を減らすことを検討してください。ユースケースによって
は、GetMetricData ではなくメトリクスストリームを使用することを検討するとよいかもしれません。
これにより、低コストでデータをほぼリアルタイムでサードパーティにプッシュできます。詳細について
は、以下のリソースを参照してください。

• メトリクスストリームの使用
• CloudWatch メトリクスストリーム - AWS メトリクスをパートナーとアプリケーションにリアルタイム

で送信する

GetMetricStatistics

ユースケースによっては、GetMetricData ではなく GetMetricStatistics を使用することを検討す
るとよいかもしれません。GetMetricData を使用すると、データを迅速かつ大規模に取得できます。し
かし、GetMetricStatistics は最大 100 万回の API リクエストに対する AWS 無料利用枠の制限に含
まれます。1 回の呼び出しでそれほど多くのメトリクスとデータポイントを取得する必要がない場合に、
コストを削減できます。詳細については、以下のリソースを参照してください。

• 「Amazon CloudWatch API リファレンス」の「GetMetricStatistics」
• GetMetricData を使うべきでしょうか、それとも GetMetricStatistics を使うべきでしょうか。
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Note

外部呼び出し元は API 呼び出しを行います。現在、これらの発信者を特定する唯一の方法
は、CloudWatch チームへのテクニカルサポートリクエストをオープンし、その発信者に関する
情報を求めることです。テクニカルサポートリクエストの作成の詳細については、「AWS の技術
サポートを受けるにはどうすればよいですか?」を参照してください。

CloudWatch メトリクスストリーム

CloudWatch メトリクスストリームを使用すると、メトリクスを継続的に AWS の送信先とサードパーティ
のサービスプロバイダーの送信先に送信できます。

メトリクスストリームは、メトリクス更新の件数によってコストが発生します。メトリクス更新には、常
に次の統計情報の値が含まれています。

• Minimum
• Maximum
• Sample Count
• Sum

詳細については、「ストリーミングできる統計情報」を参照してください。

CloudWatch メトリクスストリームによって発生するコストを分析するには、AWS Cost and Usage 
Report を Athena とともに使用します。これにより、コストが発生しているメトリクストリームを特定
し、コストがどのように発生するかを判断できます。

例: Athena クエリ

次のクエリを使用して、Amazon リソースネーム (ARN) ごとにコストが発生するメトリクスストリームを
追跡できます。

SELECT
SPLIT_PART(line_item_resource_id,'/',2) AS "Stream Name",
line_item_resource_id as ARN,
SUM(CAST(line_item_unblended_cost AS decimal(16,2))) AS TotalSpend
FROM
costandusagereport 
WHERE
product_product_name = 'AmazonCloudWatch'
AND year='2022' 
AND month='4' 
AND line_item_line_item_type NOT IN ('Tax','Credit','Refund','EdpDiscount','Fee','RIFee')
-- AND line_item_usage_account_id = '123456789012' – If you want to filter on a specific 
 account, you can
remove this comment at the beginning of the line and specify an AWS account.
AND line_item_usage_type LIKE '%%MetricStreamUsage%%'
GROUP BY line_item_resource_id
ORDER BY TotalSpend DESC

CloudWatch メトリクスストリームによって発生するコストを削減するには、ビジネス価値をもたらすメ
トリクスのみをストリーミングします。また、使用していないメトリクスストリームを停止または一時停
止することもできます。

CloudWatch アラーム
CloudWatch アラームでは、1 つのメトリクスに基づくアラーム、Metrics Insights のクエリに基づくア
ラーム、他のアラームを監視する複合アラームを作成できます。
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Note

メトリクスアラームおよび複合アラームのコストは、1 時間単位で比例配分されます。アラーム
のコストが発生するのは、アラームが存在している間のみです。

[Metric alarms] (メトリクスアラーム)

メトリクスアラームには次の解像度設定があります。

• 標準 (60 秒ごとに評価)
• 高解像度 (10 秒ごとに評価)

メトリクスアラームを作成する場合、コストはアラームの解像度の設定と、アラームが参照するメトリク
スの数に基づきます。たとえば、1 つのメトリクスを参照するメトリクスアラームには、1 時間あたり 1 
つのアラームメトリックのコストが発生します。詳細については、「Using Amazon CloudWatch alarms」
(Amazon CloudWatch アラームを使用する) を参照してください。

複数のメトリクスを参照するメトリクス数式を含むメトリクスアラームを作成する場合、メトリクスの数
式で参照されるアラームメトリクスごとにコストが発生します。メトリクス数式を含むメトリクスアラー
ムを作成する方法については、「メトリクスの数式に基づく CloudWatch アラームの作成」を参照してく
ださい。

アラームが過去のメトリクスデータを分析して期待値のモデルを作成する異常検出アラームを作成する場
合、アラームで参照される各アラームメトリクスと 2 つの追加メトリクス (異常検出モデルが作成する上
限および下限帯域メトリクス用に 1 つ) のコストが発生します。異常検出アラームを作成する方法につい
ては、「異常検出に基づく CloudWatch アラームの作成」を参照してください。

Metrics Insights クエリアラーム

Metric Insights クエリアラームは特定のタイプのメトリクスアラームで、標準解像度 (60 秒ごとに評価) で
のみ使用できます。

Metric Insights クエリアラームを作成する場合、コストはアラームが参照するクエリによって分析され
るメトリクスの数に基づきます。例えば、フィルターが 10 個のメトリクスに一致するクエリを参照する 
Metric Insights クエリアラームでは、1 時間あたりメトリクス 10 個分の分析コストが発生します。詳細に
ついては、「Amazon CloudWatch の料金」で料金の例を確認してください。

Metrics Insights クエリとメトリクスの数式の両方を含むアラームを作成する場合、Metrics Insights クエ
リアラームとして報告されます。Metrics Insights クエリで分析されるメトリクスに加え、他のメトリクス
を参照するメトリクスの数式がアラームに含まれる場合、メトリクスの数式で参照されるアラームメトリ
クスごとにコストが発生します。メトリクス数式を含むメトリクスアラームを作成する方法については、
「メトリクスの数式に基づく CloudWatch アラームの作成」を参照してください。

[Composite alarms] (複合アラーム)

複合アラームには、他のアラームの状態を評価して自身の状態を判断する方法を指定するルール式が含ま
れています。複合アラームは、評価される他のアラームの数に関係なく、1 時間あたりの標準コストが発
生します。複合アラームがルール式で参照するアラームには、個別のコストが発生します。詳細について
は、「複合アラームの作成」を参照してください。

[Alarm usage types] (アラームの使用タイプ)

次の表に、CloudWatch アラームに関連するサブ機能の名前を示します。表には、UsageType の文字列が
含まれています。これは、アラーム関連のコストを分析して特定するのに役立ちます。

CloudWatch サブ機能 UsageType

標準メトリクスアラーム AlarmMonitorUsage
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CloudWatch サブ機能 UsageType

高解像度メトリクスアラーム HighResAlarmMonitorUsage

Metrics Insights クエリアラーム MetricInsightAlarmUsage

複合アラーム CompositeAlarmMonitorUsage

アラームコストの削減

4 つ以上のメトリクスを集計するメトリクス演算アラームによって発生するコストを最大限に活用するた
めに、データが CloudWatch に送信される前にデータを集計するカスタムメトリクスを作成できます。こ
うすると、複数のメトリクスのデータを集計するアラームではなく、単一のメトリクスのアラームを作成
できます。詳細については、カスタムメトリクスの発行を参照してください。

Metrics Insights クエリアラームによって発生するコストを最大限に活用するには、クエリに使用される
フィルターがモニターリング対象のメトリクスにのみ一致するようにします。

コストを削減する最善の方法は、不要なアラームや使用していないアラームをすべて削除することです。
たとえば、すでに存在しない AWS リソースによって発行されたメトリクスを評価するアラームを削除で
きます。

Example: Check for alarms in INSUFFICIENT_DATA state with DescribeAlarms

リソースを削除しても、そのリソースが発行するメトリックアラームを削除しない場合、アラームは引き
続き存在し、通常 INSUFFICIENT_DATA の状態になります。アラームが INSUFFICIENT_DATA の状態に
なっているかどうかを確認するには、次の AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを使用しま
す。

$ aws cloudwatch describe-alarms –state-value INSUFFICIENT_DATA

その他に次のようなコスト削減方法があります。

• 正しいメトリクスのアラームを作成していることを確認してください。
• 作業していないリージョンでアラームが有効になっていないことを確認してください。
• 複合アラームはノイズを低減しますが、追加コストも発生することに留意してください。
• 標準アラームと高解像度アラームのどちらを作成するかを決めるときは、ユースケースと、各タイプの

アラームがもたらす価値を考慮してください。

CloudWatch Logs
Amazon CloudWatch Logs には次のログタイプがあります。

• カスタムログ (アプリケーション用に作成するログ)
• 提供されるログ (Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) や Amazon Route 53 など、他の AWS の

サービス がユーザーに代わって作成するログ)

提供されるログの詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「特定の AWS の
サービスからのログの記録を有効にする」を参照してください。

カスタムログと提供されるログでは、収集、保存、分析されたログの数に基づいてコストが発生します。
これとは別に、提供されるログでは Amazon S3 と Kinesis Data Firehose への配信コストが発生します。

次の表に、CloudWatch Logs 機能の名前と関連するサブ機能の名前を示します。表には、UsageType と
Operation の文字列が含まれます。これは、ログ関連のコストを分析して特定するのに役立ちます。
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CloudWatch Logs 
の機能

CloudWatch Logs 
のサブ機能

UsageType Operation 目的

カスタムログ 収集 (取り込み) DataProcessing-
Bytes

PutLogEvents ログのバッチを特
定のログストリー
ムにアップロード
する

  保存 (アーカイブ) TimedStorage-
ByteHrs

HourlyStorageMeteringCloudWatch Logs 
に 1 時間あたりの
ログとバイトあた
りのログを保存す
る

  分析 (Logs Insights 
クエリ)

DataScanned-
Bytes

StartQuery CloudWatch Logs 
Insights クエリに
よってスキャンさ
れたデータをログ
に記録する

提供されるログ 配信 (CloudWatch 
Logs)

VendedLog-
Bytes

PutLogEvents ログのバッチを特
定のログストリー
ムにアップロード
する

  配信 (Amazon S3) S3-Egress-
ComprBytes

S3-Egress-
Bytes

LogDelivery 提供されるロ
グを送信する 
(CloudWatch、Amazon 
S3、または 
Kinesis Data 
Firehose)

  配信 (Kinesis Data 
Firehose)

FH-Egress-
Bytes

LogDelivery 提供されるロ
グを送信する 
(CloudWatch、Amazon 
S3、または 
Kinesis Data 
Firehose)

コストを分析するには、AWS Cost and Usage Report を Athena とともに使用して、コストを発生させて
いるログを特定し、コストがどのように発生しているかを判断できます。

例: Athena クエリ

次のクエリを使用して、リソース ID 別にコストが発生するログを追跡できます。

SELECT
bill_payer_account_id as Payer,
line_item_usage_account_id as LinkedAccount,
line_item_resource_id AS ResourceID,
line_item_usage_type AS UsageType,
SUM(CAST(line_item_unblended_cost AS decimal(16,8))) AS TotalSpend,
SUM(CAST(line_item_usage_amount AS double)) AS UsageQuantity
FROM
costandusagereport 
WHERE
product_product_name = 'AmazonCloudWatch'
AND year='2022'
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AND month='4'
AND line_item_operation IN 
 ('PutLogEvents','HourlyStorageMetering','StartQuery','LogDelivery')
AND line_item_line_item_type NOT IN ('Tax','Credit','Refund','EdpDiscount','Fee','RIFee')
GROUP BY
bill_payer_account_id,
line_item_usage_account_id,
line_item_usage_type,
line_item_resource_id,
line_item_operation
ORDER BY
TotalSpend DESC

CloudWatch Logs によって発生するコストを最大限に活用するには、以下を考慮してください。

• ビジネス価値をもたらすイベントのみをログに記録します。これにより、取り込みコストが削減されま
す。

• ログの保持設定を変更して、ストレージにかかるコストを抑えます。詳細については、「Amazon 
CloudWatch Logs User Guide」(Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド) の「Change log data 
retention in CloudWatch Logs」(CloudWatch ログでのログデータ保管期間の変更) を参照してくださ
い。

• CloudWatch Logs Insights が自動的に履歴に保存するクエリを実行します。これにより、分析にかかる
コストが少なくなります。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「実行中
のクエリまたはクエリ履歴を表示する」を参照してください。

• CloudWatch エージェントを使用して、システムログとアプリケーションログを収集し、CloudWatch 
に送信します。これにより、条件を満たすログイベントのみを収集できます。詳細については、
「Amazon CloudWatch エージェントは、ログフィルター式のサポートを追加」を参照してください。

提供されるログのコストを削減するには、ユースケースを検討し、ログを CloudWatch または Amazon S3 
に送信するかどうかを決定します。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の
「Amazon S3 に送信されたログ」を参照してください。

Tip

メトリクスフィルター、サブスクリプションフィルター、CloudWatch Logs Insights、Contributor 
Insights を使用する場合は、公開ログを CloudWatch に送信します。
また、VPC フローログを操作し、監査とコンプライアンスの目的で使用している場合は、提供さ
れるログを Amazon S3 に送信します。
VPC フローログを S3 バケットに公開することで発生する料金を追跡する方法については、
「AWS Cost and Usage Report とコスト配分タグを使用して、Amazon S3 への VPC フローログ
のデータインジェストのコストを知る」を参照してください。

CloudWatch Logs によって発生するコストを最大限に活用する方法の詳細については、「CloudWatch 
Logs の請求が急に増加したのですが、どのロググループが原因でしょうか?」を参照してください。

Amazon CloudWatch のリソース
このサービスを利用する際に役立つ関連リソースは以下の通りです。

リソース 説明

Amazon CloudWatch のよくある質問 本製品に関して開発者からよく寄せられる上位の質問です。

AWS デベロッパーセンター 資料、コード例、リリースノートをはじめとする、AWS ベー
スの革新的なアプリケーション開発に役立つさまざまな情報
が収められた、中心的起点となるリソースセンターです。
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リソース 説明

AWS Management Console コンソールでは、プログラミングを行うことなく、Amazon 
CloudWatch とその他の AWS のサービスのほとんどの機能を
実行できます。

Amazon CloudWatch ディスカッション
フォーラム

Amazon CloudWatch に関する技術的な質疑応答の場である
デベロッパー向けのコミュニティフォーラムです。

AWS Support AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。
フォーラム、技術上のよくある質問、サービスヘルスステー
タス、AWS Trusted Advisor などの便利なリソースへのリン
クも含まれています。

Amazon CloudWatch 製品情報 Amazon CloudWatch に関する情報のメインのウェブページ
です。

お問い合わせ AWS の請求、アカウント設定その他に関する連絡先です。
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準備作業
Amazon CloudWatch を使用するには、AWS アカウントが必要です。AWS アカウントがあれば、Amazon 
EC2 などのサービスを利用して、CloudWatch コンソール (ポイントしてクリックするウェブベースのイン
ターフェイス) で表示できるメトリクスを生成できます。加えて、AWS コマンドラインインターフェイス 
(CLI) をインストールし、設定することができます。

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

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。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。
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手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

Amazon CloudWatch コンソールにサインインする
Amazon CloudWatch コンソールにサインインするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 必要に応じて、ナビゲーションバーを使い、リージョンを AWS リソースがあるリージョンに変更し

ます。
3. CloudWatch コンソールを初めて使用する場合でも、[Your Metrics] (自分のメトリクス) にメトリク

スが表示されることがあります。これは、Amazon CloudWatch に無料で自動的にメトリクスをプッ
シュする AWS 製品を使用したことがある場合です。その他のサービスでは、メトリクスを有効にす
る必要があります。

作成済みのアラームがない場合、[Your Alarms] セクションに [Create Alarm] ボタンが表示されます。

AWS CLI をセットアップする
AWS CLI または Amazon CloudWatch CLI を使用して、CloudWatch コマンドを実行できます。AWS CLI 
は CloudWatch CLI を置き換えることに注意してください。AWS CLI にのみ新しい CloudWatch 機能が含
まれています。

AWS CLI をインストールして設定する方法については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
「AWS Command Line Interface のセットアップ」を参照してください。

Amazon CloudWatch CLI をインストールおよび設定する方法については、Amazon CloudWatch CLI リ
ファレンスの「コマンドラインインターフェイスをセットアップする」を参照してください。
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Amazon CloudWatch の開始方法
CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

CloudWatch 概要のホームページが表示されます。
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すべての AWS サービスの主要メトリクスを確認する

概要には以下の項目が表示されます。各項目は自動的に更新されます。

• 左上にはアカウントで使用する AWS のサービスと、これらのサービスのアラーム状態が一覧表示され
ます。右上には、使用している AWS のサービスの数に応じて 2 つまたは 4 つのアラームが表示されま
す。アラームとして ALARM 状態、または最近変わった状態が表示されます。

上部のこれらの領域により、各サービスのアラーム状態と最近変わった状態を確認し、AWS のサービス
のヘルスを評価できます。これは問題のモニタリングと迅速な診断に役立ちます。

• これらの領域の下には、デフォルトのダッシュボード (存在する場合) があります。デフォルトのダッ
シュボードは、CloudWatch-Default という名前のカスタムダッシュボードです。カスタムダッシュ
ボードでは、簡単に独自のサービスやアプリケーションに関するメトリクスを概要ページに追加した
り、AWS のサービスで詳細にモニタリングする主要メトリクスを増やしたりできます。

• AWS のサービスを 6 個以上使用している場合は、デフォルトダッシュボードの下に、自動クロスサー
ビスダッシュボードへのリンクが表示されます。クロスサービスダッシュボードは、使用している AWS 
のサービスごとに主要メトリクスを自動的に表示します。モニタリングするメトリクスを選択したり、
カスタムダッシュボードを作成したりする必要はありません。AWS の各サービスについて、表示する主
要メトリクスの数を増やすこともできます。

使用している AWS のサービスが 6 個未満の場合は、このページにクロスサービスダッシュボードが自
動的に表示されます。

この概要で、特定のリソースグループや AWS のサービスに絞ってモニタリングできます。これにより、
関心があるリソースのサブセットを絞り込んで確認できます。リソースグループでは、タグを使用してプ
ロジェクトを整理したり、アーキテクチャーのサブセットに注目したり、単に本番稼働用環境と開発用環
境を区別したりできます。詳細については、「AWS Resource Groups とは」を参照してください。

トピック
• すべての AWS サービスの主要メトリクスを確認する (p. 29)
• AWS の単一サービスのメトリクスとアラームに絞る (p. 31)
• リソースグループのメトリクスとアラームに絞る (p. 32)

すべての AWS サービスの主要メトリクスを確認す
る

クロスサービスダッシュボード画面に切り替えて、使用しているすべての AWS のサービスのダッシュ
ボードを操作できます。CloudWatch コンソールでは、ダッシュボードがアルファベット順に表示され、
各ダッシュボードに 1 つまたは 2 つの主要なメトリクスが表示されます。

Note

5 つ以上の AWS のサービスを利用している場合、CloudWatch コンソールは [Overview] (概要) 画
面にクロスサービスダッシュボードを表示しません。

クロスサービスダッシュボードを開くには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

[Overview] (概要) 画面に移動します。
2. [Overview] (概要) 画面から、[Overview] (概要) と表示されているドロップダウンを選択し、[Cross 

service dashboard] (クロスサービスダッシュボード) を選択します。

クロスサービスのダッシュボード画面に移動します。
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3. (オプション) 元のインターフェイスを使用している場合は、[Cross-service dashboard] (クロスサービ
スダッシュボード) セクションまでスクロールし、[View Cross-service dashboard] (クロスサービス
ダッシュボードを表示) を選択します。

クロスサービスのダッシュボード画面に移動します。
4. 特定のサービスに絞るには 2 つの方法があります。

a. 表示するサービスの主要メトリクスの数を増やすには、クロスサービスダッシュボードが現在表
示されている画面の上部にあるリストからサービス名を選択します。または、サービス名の横に
ある [View Service dashboard (サービスダッシュボードの表示)] を選択します。

サービスの自動ダッシュボードに、このサービスの追加のメトリクスが表示されます。さらに、
一部のサービスでは、サービスダッシュボードの下部にこのサービスと関連するリソースが表示
されます。これらのリソースのいずれかをサービスのコンソールで選択し、このリソースをさら
に詳しく調査できます。

b. サービスに関連するすべてのアラームを確認するには、画面の右側でサービス名の横にあるボ
タンを選択します。このボタン上に、このサービスで作成したアラームの数と、ALARM 状態に
なっているアラームがあるかどうかが表示されます。

アラームを表示する際に、設定 (ディメンション、しきい値、期間など) が似ている複数のアラー
ムは単一のグラフに表示されます。

次に、各アラームの詳細とアラーム履歴を確認できます。これを行うには、アラームのグラフ上
にマウスを移動し、アクションアイコンを選択して [アラームで表示] を選択します。

アラームビューが新しいブラウザタブで開き、アラームのリストと、選択したアラームに関する
詳細が表示されます。このアラームの履歴を表示するには、[履歴] タブを選択します。

5. 特定のリソースグループのリソースに絞ることができます。これを行うには、ページの上部に表示さ
れているすべてのリソースのリストからリソースグループを選択します。

詳細については、「リソースグループのメトリクスとアラームに絞る (p. 32)」を参照してくださ
い。

6. 現在表示されているすべてのグラフとアラームの時間範囲を変更するには、画面の上部にある [時間範
囲] の横で目的の範囲を選択します。デフォルトで表示される時間範囲より多くのオプションから選択
するには、[カスタム] を選択します。

7. アラームは常に 1 分に 1 回の頻度で更新されます。表示を更新するには、画面の右上にある更新アイ
コン (2 つの湾曲した矢印) を選択します。画面でアラーム以外の項目の自動更新の頻度を変更するに
は、更新アイコンの横にある下矢印を選択し、目的の更新の頻度を選択します。自動更新をオフにす
ることもできます。

クロスサービスダッシュボードからサービスを削除す
る
クロスサービスダッシュボードからサービスのメトリクスを削除できます。これにより、詳細にモニタリ
ングする必要があるサービスに絞ってクロスサービスダッシュボードに表示できます。

クロスサービスダッシュボードからサービスを削除しても、アラームビューには、このサービスのアラー
ムが依然として表示されます。

クロスサービスダッシュボードからサービスのメトリクスを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

ホームページに表示されます。
2. ページの上部の [概要] で、削除するサービスを選択します。
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ビューが変わり、そのサービスのメトリクスのみが表示されます。
3. [アクション] を選択し、[Show on cross service dashboard (クロスサービスダッシュボードに表示)] の

横にあるチェックボックスをオフにします。

AWS の単一サービスのメトリクスとアラームに絞
る

CloudWatch ホームページでは、1 つの AWS サービスを表示して、詳細をご覧いただけます。AWS の単
一のサービスと 1 つのリソースグループの両方に同時に絞ることで、詳しく調査できます。次の手順で
は、AWS のサービスに絞る方法のみを示します。

単一のサービスに絞るには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

ホームページに表示されます。
2. [概要] が現在表示されている画面の上部のリストからサービス名を選択します。

表示が変わり、選択したサービスの主要メトリクスのグラフが表示されます。
3. このサービスのアラームを表示するように切り替えるには、サービスダッシュボードが現在表示され

ている画面の上部で [Alarms dashboard (アラームダッシュボード)] を選択します。
4. メトリクスを表示する際に、いくつかの方法で特定のメトリクスに絞ることができます。

a. いずれかのグラフのメトリクスに関する詳細を表示するには、グラフ上にマウスを移動し、アク
ションアイコンを選択して [メトリクスを表示] を選択します。

グラフが新しいタブで開き、関連するメトリクスがグラフの下に一覧表示されます。このグラフ
の表示はカスタマイズできます。表示されるメトリクスやリソースを変更し、統計や期間などの
要因を変更することで、現在の状況を詳しく理解できます。

b. グラフに表示される時間範囲からログイベントを表示できます。これにより、メトリクスの予期
しない変更を発生させたインフラストラクチャ内のイベントを検出できます。

ログイベントを表示するには、グラフ上にマウスを移動し、アクションアイコンを選択して 
[View in logs (ログを表示)] を選択します。

CloudWatch Logs ビューが新しいタブで開き、ロググループが一覧表示されます。元のグラフに
表示された時間範囲内に発生したログイベントのいずれかのログイベントを表示するには、その
ロググループを選択します。

5. アラームを表示する際に、いくつかの方法で特定のアラームに絞ることができます。

• アラームの詳細を表示するには、アラーム上にマウスを移動し、アクションアイコンを選択して 
[アラームで表示] を選択します。

アラームビューが新しいタブで開き、アラームのリストと、選択したアラームに関する詳細が表
示されます。このアラームの履歴を表示するには、[履歴] タブを選択します。

6. アラームは常に 1 分に 1 回の頻度で更新されます。表示を更新するには、画面の右上にある更新アイ
コン (2 つの湾曲した矢印) を選択します。画面でアラーム以外の項目の自動更新の頻度を変更するに
は、更新アイコンの横にある下矢印を選択し、更新の頻度を選択します。自動更新をオフにすること
もできます。

7. 現在表示されているすべてのグラフとアラームの時間範囲を変更するには、画面の上部にある [Time 
range] (時間範囲) の横で目的の範囲を選択します。デフォルトで表示される時間範囲より多くのオプ
ションから選択するには、[カスタム] を選択します。
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8. クロスサービスダッシュボードに戻るには、現在絞り込んでいるサービスが表示されている画面の上
部のリストで [概要] を選択します。

または、任意のビューで、画面の上部にある [CloudWatch] を選択してすべてのフィルターをクリア
し、概要ページに戻ります。

リソースグループのメトリクスとアラームに絞る
単一のリソースグループのメトリクスとアラームに絞って表示できます。リソースグループでは、タグを
使用してプロジェクトを整理したり、アーキテクチャーのサブセットに注目したり、本番稼働用環境と開
発用環境を区別したりできます。また、CloudWatch の概要で、これらのリソースグループのいずれかに
絞って調査できます。詳細については、「AWS Resource Groups とは」を参照してください。

リソースグループに絞ると、表示が変わり、このリソースグループの一部としてタグ付けしたリソースと
関連するサービスのみが表示されます。最近のアラームの領域には、このリソースグループの一部である
リソースに関連付けられているアラームのみが表示されます。さらに、ダッシュボードを CloudWatch-
Default-ResourceGroupName という名前で作成している場合、ダッシュボードは [デフォルトダッシュ
ボード] 領域に表示されます。

AWS の単一のサービスと 1 つのリソースグループの両方に同時に絞ることで、詳しく調査できます。次
の手順では、1 つのリソースグループに絞る方法のみを示します。

単一のリソースグループに絞るには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. すべてのリソースが表示されているページの上部で、リソースグループを選択します。
3. このリソースグループに関連するより多くのメトリクスを表示するには、画面の下部にある [View 

cross service dashboard (クロスサービスダッシュボードの表示)] を選択します。

クロスサービスダッシュボードが開き、このリソースグループに関連するサービスのみが表示されま
す。サービスごとに 1 つまたは 2 つの主要メトリクスが表示されます。

4. 現在表示されているすべてのグラフとアラームの時間範囲を変更するには、画面の上部にある [時間範
囲] で目的の範囲を選択します。デフォルトで表示される時間範囲より多くのオプションから選択する
には、[カスタム] を選択します。

5. アラームは常に 1 分に 1 回の頻度で更新されます。表示を更新するには、画面の右上にある更新アイ
コン (2 つの湾曲した矢印) を選択します。画面でアラーム以外の項目の自動更新の頻度を変更するに
は、更新アイコンの横にある下矢印を選択し、更新の頻度を選択します。自動更新をオフにすること
もできます。

6. アカウントのすべてのリソースに関する情報を再び表示するには、リソースグループの名前が現在表
示されている画面の上部で、[すべてのリソース] を選択します。
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Amazon CloudWatch ダッシュボード
の使用

Amazon CloudWatch ダッシュボードは、CloudWatch コンソールにあるカスタマイズ可能なホームページ
であり、ダッシュボードを使用すれば、異なるリージョンにまたがっているリソースでも、1 つのビュー
でモニターリングできます。CloudWatch ダッシュボードを使用して、AWS リソースのメトリクスおよび
アラームをカスタマイズした状態で表示することができます。

ダッシュボードでは、以下を作成することが可能です。

• 選択されたメトリクスとアラームのための単一ビュー。これは、1 つ、または複数のリージョン全体の
リソースとアプリケーションの正常性を評価するために役立ちます。各グラフのメトリクスごとに使用
する色を選択できるため、複数のグラフにわたる同一のメトリクスを追跡しやすくなります。

• 操作イベント中の特定の問題への対処法に関して、チームのメンバーにガイダンスを提供する運営計
画。

• 重要なリソースとアプリケーション測定の共通表示。これをチームメンバー間で共有して操作イベント
中のコミュニケーションフローを円滑化できます。

複数の AWS アカウントをお持ちの場合は、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティを設定
してから、モニタリングアカウントに高度なクロスアカウントダッシュボードを作成します。これらの
ダッシュボードには、ソースアカウントのメトリクスのグラフや、ソースアカウントのロググループの
クエリを含む CloudWatch Logs Insights ウィジェットを含めることができます。さらに、モニタリング
アカウントで作成したアラームで、ソースアカウントのメトリクスを監視できます。詳細については、
「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。

ダッシュボードは、コンソールから作成するか、AWS CLI または PutDashboard API オペレーショ
ンを使用して作成できます。ダッシュボードをお気に入りリストに追加することで、お気に入りのダッ
シュボードだけでなく、最近アクセスしたダッシュボードにもアクセスできます。詳細については、
「[Favorites] (お気に入り) リストにダッシュボードを追加する」を参照してください。

CloudWatch ダッシュボードにアクセスするには、次のいずれかが必要です。

• AdministratorAccess ポリシー
• CloudWatchFullAccess ポリシー
• これらの特定のアクセス許可の 1 つ以上を含むカスタムポリシー。

• ダッシュボードを表示できるようにするには cloudwatch:GetDashboard と
cloudwatch:ListDashboards｡

• ダッシュボードを作成または変更できるようにするには cloudwatch:PutDashboard｡
• cloudwatch:DeleteDashboardsダッシュボードを削除できるようにするには ｡

目次
• CloudWatch ダッシュボードの作成 (p. 34)
• CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティダッシュボード (p. 35)
• クロスアカウントクロスリージョンダッシュボード (p. 35)
• CloudWatch ダッシュボードでのウィジェットの作成と使用 (p. 38)
• CloudWatch ダッシュボードの共有 (p. 62)
• ライブデータを使用する (p. 72)
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• アニメーション化されたダッシュボードの表示 (p. 72)
• CloudWatch ダッシュボードをお気に入りリストに追加する  (p. 73)
• CloudWatch ダッシュボードの期間の上書き設定または更新間隔を変更する (p. 74)
• CloudWatch ダッシュボードの時間範囲またはタイムゾーン形式を変更する (p. 74)

CloudWatch ダッシュボードの作成
開始するには、CloudWatch ダッシュボードを作成します。複数のダッシュボードを作成して、ダッシュ
ボードをお気に入りリストに追加できます。AWS アカウント に作成できるダッシュボードの数に制限は
ありません。すべてのダッシュボードはグローバルです。ダッシュボードはリージョン固有ではありませ
ん。

次の手順は、CloudWatch コンソールからダッシュボードを作成する方法を説明していま
す。PutDashboard API オペレーションを使用して、コマンドラインインターフェイスからダッシュボー
ドを作成できます。API オペレーションには、ダッシュボードコンテンツを定義する JSON 文字列が含
まれています。PutDashboard API オペレーションを使用するダッシュボード作成の詳細については、
「Amazon CloudWatch API Reference」(Amazon CloudWatch API リファレンス) の「PutDashboard」を
参照してください。

Tip

PutDashboard API オペレーションを使用して新しいダッシュボードを作成する場合、すでに存
在するダッシュボードの JSON 文字列を使用できます。

コンソールからダッシュボードを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード)、[Create dashboard] (ダッシュボードの作

成) の順に選択します。
3. [Create new dashboard] (新しいダッシュボードの作成) ダイアログボックスで、ダッシュボード名を

入力し、[Create dashboard] (ダッシュボードの作成) をクリックします。

[CloudWatch-Default] 名または [CloudWatch-Default-ResourceGroupName] 名を使用する場
合、[Default Dashboard] (デフォルトのダッシュボード) の CloudWatch ホームページの概要にダッ
シュボードが表示されます。(詳細については、Amazon CloudWatch の開始方法 (p. 27) を参照してく
ださい)。

4. [Add to this dashboard] (これをダッシュボードに追加) ダイアログボックスで、次のいずれかを実行し
ます。
• ダッシュボードにグラフを追加するには、[Line] (線) または [Stacked area] (スタックされたエリ

ア) を選択し、[Configure] (設定) を選択します。[Add metric graph] (メトリクスグラフの追加) ダ
イアログボックスで、グラフ化するメトリクスを選択し、[Create widget] (ウィジェットの作成) 
をクリックします。14 日を超える期間にわたってデータを発行していないため、メトリクスがダ
イアログボックスに表示されない場合は、手動で追加できます。(詳細については、CloudWatch 
ダッシュボードで手動でメトリクスをグラフ化する (p. 41) を参照してください)。

• メトリクスを表示する数をダッシュボードに追加するには、[Number] (数値)、[Configure] (設定) 
の順にクリックします。[Add metric graph] (メトリクスグラフの追加) ダイアログボックスで、グ
ラフ化するメトリクスを選択し、[Create widget] (ウィジェットの作成) をクリックします。

• ダッシュボードにテキストブロックを追加するには、[Text] (テキスト)、[Configure] (設定) 
の順にクリックします。[New text widget] (新しいテキストウィジェット) ダイアログボッ
クスの[Markdown] (マークダウン) で、マークダウンを使用するテキストをフォーマットし
て、[Create widget] (ウィジェットの作成) をクリックします。

5. (オプション)、[Add widget] (ウィジェットの追加) を選択してステップ 4 を繰り返し、別のウィジェッ
トをダッシュボードに追加します。このステップは複数回繰り返すことができます。

6. [ダッシュボードの保存] を選択します。
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CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティ
ダッシュボード

複数の AWS アカウントをお持ちの場合は、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティを設定して
から、モニターリングアカウントに高度なクロスアカウントダッシュボードを作成します。アカウントの
境界なしに、メトリクス、ログ、トレースをシームレスに検索、可視化、分析できます。

CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティの設定の詳細については、「CloudWatch のクロスアカ
ウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。

CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティでは、モニタリングアカウントのダッシュボードで次
の操作を行うことができます。

• ソースアカウントにあるメトリクスのグラフを検索、表示、作成する。1 つのグラフに複数のアカウン
トのメトリクスを含めることができます。

• ソースアカウントのメトリクスを監視するアラームをモニタリングアカウントに作成する。
• 基礎となるアラームがさまざまなアカウントのメトリクスを監視する複合アラームを作成する。
• ソースアカウントにあるロググループのログイベントを表示し、ソースアカウントのロググループの 

CloudWatch Logs Insights クエリを実行する。モニタリングアカウントの CloudWatch Logs Insights ク
エリを 1 回実行すると、複数のソースアカウントの複数のロググループに同時にクエリを実行できま
す。

• X-Ray と CloudWatch ServiceLens の両方のサービスマップでソースアカウントのノードを表示する。
その後、マップを特定のソースアカウントにフィルタリングできます。

モニタリングアカウントにサインインすると、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティ機能を
サポートするすべてのページの右上に青色の [Monitoring account] (モニタリングアカウント) バッジが表示
されます。

クロスアカウントクロスリージョンダッシュボード
クロスアカウントクロスリージョンダッシュボードを作成して、複数の AWS アカウントおよび複数の
リージョンの CloudWatch データを 1 つのダッシュボードにまとめることができます。この全体的なダッ
シュボードから、アプリケーション全体のビューを取得することができ、アカウントのサインインやログ
アウトを行ったり、リージョンを切り替えたりしなくてもより具体的なダッシュボードにドリルダウンす
ることもできます。

クロスアカウントクロスリージョンダッシュボードは、AWS Management Consoleやプログラムにより作
成できます。

前提条件

クロスアカウントクロスリージョンダッシュボードを作成する前に、少なくとも 1 つの共有アカウン
トと少なくとも 1 つのモニターリングアカウントを有効にする必要があります。さらに、CloudWatch 
コンソールを使用してクロスアカウントダッシュボードを作成するには、クロスアカウント機能に対し
てコンソールを有効にする必要があります。詳細については、「クロスアカウントクロスリージョン 
CloudWatch コンソール (p. 1261)」を参照してください。

でのクロスアカウントクロスリージョンダッシュボー
ドの作成と使用AWS Management Console
AWS Management Consoleを使用して、クロスアカウントクロスリージョンダッシュボードを作成できま
す。
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クロスアカウントクロスリージョンダッシュボードを作成するには

1. モニターリングアカウントにサインインします。
2. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
4. ダッシュボードを選択するか、新しいダッシュボードを作成します。
5. 画面の上部で、アカウントとリージョンを切り替えることができます。ダッシュボードを作成すると

きに、複数のアカウントとリージョンのウィジェットを含めることができます。ウィジェットには、
グラフ、アラーム、CloudWatch Logs Insights ウィジェットが含まれます。

さまざまなアカウントとリージョンのメトリクスを使用したグラフの作成

1. モニターリングアカウントにサインインします。
2. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選択しま

す。
4. メトリクスの追加元のアカウントとリージョンを選択します。アカウントとリージョンは、画面の右

上にあるアカウントとリージョンのドロップダウンメニューから選択できます。
5. 必要なメトリクスをグラフを追加します。詳細については、「」を参照してくださいメトリクスのグ

ラフ化 (p. 123)
6. ステップ 4 ～ 5 を繰り返して、他のアカウントとリージョンからメトリクスを追加します。
7. (オプション) [Graphed metrics] タブを選択し、選択したメトリクスを使用するメトリクス数学関数を

追加します。詳細については、「」を参照してくださいMetric Math を使用する (p. 138)

1 つのグラフを設定して、複数の SEARCH 関数を含めることもできます。各検索では、異なるアカウ
ントまたはリージョンを参照できます。

8. グラフの作成が完了したら、[アクション]、[ダッシュボードに追加] の順に選択します。

クロスアカウントダッシュボードを選択し、[ダッシュボードに追加] を選択します。

クロスアカウントダッシュボードへの別のアカウントのアラームの追加

1. モニターリングアカウントにサインインします。
2. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
3. ページの上部で、アラームが配置されているアカウントを選択します。
4. ナビゲーションペインで、[Alarms] を選択します。
5. 追加するアラームの横にあるチェックボックスをオンにし、[ダッシュボードに追加] を選択します。
6. 追加するクロスアカウントダッシュボードを選択し、[ダッシュボードに追加] を選択します。

プログラムを使用してクロスアカウントクロスリー
ジョンダッシュボードを作成する
AWS API と SDK を使用して、プログラムによりダッシュボードを作成できます。詳細については、
「PutDashboard」を参照してください。

クロスアカウントクロスリージョンダッシュボードを有効にするため、次の表と例に示すように、ダッ
シュボードの本文構造に新しいパラメータを追加しました。ダッシュボード本体構造全体の詳細について
は、「ダッシュボードの本文構造と構文」を参照してください。

36

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_PutDashboard
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/CloudWatch-Dashboard-Body-Structure.html


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
プログラムを使用してクロスアカウントク
ロスリージョンダッシュボードを作成する

Parameter 以下を使用 スコープ デフォルト

accountId ウィジェットまたはメトリクスが配置
されているアカウントの ID を指定し
ます。

ウィジェットまたはメ
トリクス

現在ログインしている
アカウント

region メトリクスのリージョンを指定しま
す。

ウィジェットまたはメ
トリクス

コンソールで選択され
ている現在のリージョ
ン

次の例は、クロスアカウントクロスリージョンダッシュボードのウィジェットの JSON ソースを示してい
ます。

この例では、ウィジェットレベルで accountId フィールドを共有アカウントの ID に設定します。これに
より、このウィジェットのすべてのメトリクスをその共有アカウントとリージョンから取得するよう指定
されます。

{ 
    "widgets": [ 
        { 
            ... 
            "properties": { 
              "metrics": [ 
                     ….. 
                     ],   
                    "accountId": "111122223333", 
                    "region": "us-east-1" 
           } 
       } 
  ]
}

この例では、各メトリクスのレベルごとに異なる accountId フィールドを設定します。この例では、こ
のメトリクスの数学式のさまざまなメトリクスが、さまざまな共有アカウントとさまざまなリージョンか
ら取得されています。

{ 
    "widgets": [ 
        { 
            ... 
            "properties": { 
                "metrics": [ 
                    [ { "expression": "SUM(METRICS())", "label": "[avg: ${AVG}] 
 Expression1", "id": "e1", "stat": "Sum" } ], 
                    [ "AWS/EC2", "CPUUtilization", { "id": "m2", "accountId": 
 "5555666677778888", "region": "us-east-1", "label": "[avg: ${AVG}] ApplicationALabel 
 " } ], 
                    [ ".", ".", { "id": "m1", "accountId": "9999000011112222", "region": 
 "eu-west-1", "label": "[avg: ${AVG}] ApplicationBLabel" } ] 
                ], 
                "view": "timeSeries", 
                "stacked": false, 
                "stat": "Sum", 
                "period": 300, 
                "title": "Cross account example" 
            } 
        } 
    ]
}
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この例は、アラームウィジェットを示しています。

{ 
    "type": "metric", 
    "x": 6, 
    "y": 0, 
    "width": 6, 
    "height": 6, 
    "properties": { 
        "accountID": "111122223333", 
        "title": "over50", 
        "annotations": { 
            "alarms": [ 
                "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:379642911888:alarm:over50" 
            ] 
        }, 
        "view": "timeSeries", 
        "stacked": false 
    }
}

この例は、CloudWatch Logs Insights ウィジェットの場合です。

{ 
    "type": "log", 
    "x": 0, 
    "y": 6, 
    "width": 24, 
    "height": 6, 
    "properties": { 
        "query": "SOURCE 'route53test' | fields @timestamp, @message\n| sort @timestamp 
 desc\n| limit 20", 
        "accountId": "111122223333", 
        "region": "us-east-1", 
        "stacked": false, 
        "view": "table" 
    }
}

プログラムによりダッシュボードを作成するもう 1 つの方法として、最初にAWS Management Consoleで
ダッシュボードを作成し、次にこのダッシュボードの JSON ソースをコピーできます。これを行うには、
ダッシュボードをロードし、[アクション]、[ソースの表示/編集] の順に選択します。その後、このダッ
シュボード JSON をコピーして、同様のダッシュボードを作成するためのテンプレートとして使用できま
す。

CloudWatch ダッシュボードでのウィジェットの作
成と使用

このセクションのトピックを使用して、ダッシュボードでグラフ、アラーム、テキストウィジェットを作
成して操作します。

目次
• CloudWatch ダッシュボードからグラフを追加または削除する  (p. 39)
• CloudWatch ダッシュボードで手動でメトリクスをグラフ化する (p. 41)
• 既存のグラフの使用 (p. 41)
• CloudWatch ダッシュボードへのメトリクスエクスプローラーウィジェットを追加する  (p. 47)
• CloudWatch ダッシュボードで線ウィジェットを追加または削除する  (p. 48)
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• CloudWatch ダッシュボードから数値ウィジェットを追加または削除する  (p. 49)
• CloudWatch ダッシュボードでゲージウィジェットを追加または削除する  (p. 51)
• CloudWatch ダッシュボードにカスタムウィジェットを追加する (p. 52)
• CloudWatch ダッシュボードからテキストウィジェットを追加または削除する  (p. 60)
• CloudWatch ダッシュボードでアラームウィジェットを追加または削除する  (p. 60)
• CloudWatch ダッシュボードでグラフをリンクおよびリンク解除する (p. 61)

CloudWatch ダッシュボードからグラフを追加または
削除する
CloudWatch ダッシュボードに、1 つ以上のメトリクスを含むグラフを追加できます。ダッシュボー
ドに追加できるグラフのタイプは次のとおりです。[Line] (線)、[Stacked area] (スタックされたエリ
ア)、[Number] (数値)、[Gauge] (ゲージ)、[Bar] (棒)、[Pie] (円)。不要になったグラフはダッシュボードか
ら削除できます。このセクションでは、ダッシュボードでグラフを追加または削除する手順について説明
します。ダッシュボードでグラフを編集する方法については、「CloudWatch ダッシュボードでグラフを
編集する」を参照してください。

グラフをダッシュボードに追加する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. [+] 記号をクリックしてダッシュボードに追加するグラフのタイプを選択し、[次へ] をクリックしま

す。

• [Line] (線)、[Stacked area] (スタックされたエリア)、[Bar] (棒)、[Pie] (円) を選択した場合
は、[Metrics] (メトリクス) を選択します。

4. [参照] タブで、グラフ化するメトリクスを検索または参照し、必要なメトリクスを選択します。
5. (オプション) グラフの時間範囲を変更するには、グラフの右上隅にある事前定義済みの時間範囲を選

択します。時間範囲は、1 時間から 1 週間です ([1h] (1 時間)、[3h] (3時間 )、[12h] (12 時間)、[1d] (1 
日)、[3d] (3 日)、[1w] (1 週間))。

独自の時間範囲を設定するには、[Custom] (カスタム) をクリックします。

• (オプション) ダッシュボードの他の部分の時間範囲が後で変更されても、選択した時間範囲を
ウィジェットが使用し続けるようにするには、[持続時間範囲] を選択します。

6. (オプション) グラフのウィジェットタイプを変更するには、定義済みの時間範囲の横にあるドロップ
ダウンを使用します。

7. (オプション) [Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) では、メトリクスに動的ラベルを追加し
て、メトリクスのラベル、ラベルの色、統計、期間を変更できます。Y 軸上のラベルの位置を、左か
ら右に決定することもできます。

a. 動的ラベルを追加するには、[Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス)、[Add dynamic labels]
(動的ラベルの追加) の順にクリックします。動的ラベルには、グラフの凡例のメトリクスに関す
る統計が表示されます。動的ラベルは、ダッシュボードまたはグラフが更新されるたびに自動的
に更新されます。デフォルトでは、ラベルに追加した動的な値はラベルの先頭に表示されます。
(詳細については、動的ラベルを使用する (p. 128) を参照してください)。

b. メトリクスの色を変更するには、メトリクスの横にある色付きの四角を選択します。
c. 統計を変更するには、[Statistic] (統計) の下にあるドロップダウンを選択し、新しい値を選択しま

す。詳細については、「統計」を参照してください。
d. 期間を変更するには、ドロップダウンで [Period] (期間) 列を選択してから、新しい値を選択しま

す。
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8. ゲージウィジェットを作成する場合は、[オプション] タブを選択し、ゲージの両端に使用する [最小]
と [最大] を指定する必要があります。

9. (オプション) Y 軸をカスタマイズするには、[Option] (オプション) をクリックします。ラベルフィール
ドの [Left Y-axis] (左 Y 軸) にカスタムラベルを追加できます。グラフの Y 軸右側に値が表示されてい
る場合は、そのラベルもカスタマイズできます。Y 軸の値に最小値と最大値を設定して、指定した値
の範囲のみをグラフに表示することもできます。

10. (オプション) 折れ線グラフや積み上げ面グラフに水平注釈を追加または編集したり、ゲージウィ
ジェットにしきい値を追加したりするには、[オプション] を選択します。

a. 水平注釈またはしきい値を追加するには、[水平注釈の追加] または [しきい値を追加] を選択しま
す。

b. [ラベル] には、注釈へのラベルを入力し、チェックマークアイコンをクリックします。
c. [Value] (値) で、現在の値の横にあるペンと紙のアイコンをクリックし、新しい値を入力します。

値を入力したら、チェックマークアイコンをクリックします。
d. [Fill] (塗りつぶし) で、ドロップダウンを選択し、注釈でシェーディングを使用する方法を指定し

ます。[None] (なし)、[Above] (上回る)、[Between] (間)、[Below] (下回る) を選択できます。塗り
つぶしの色を変更するには、注釈の横の色付きの四角を選択します。

e. [Axis] (軸) で、注釈を Y 軸の左側と右側のどちらに表示するかを指定します。
f. 注釈を非表示にするには、非表示にする注釈の横にあるチェックボックスをオフにします。
g. 注釈を削除するには、[Actions] の [X] を選択します。

Note

これらのステップを繰り返すと、同じグラフやゲージに複数の水平注釈やしきい値を追加す
ることができます。

11. (オプション) 垂直の注釈を追加または編集するには、[Option] (オプション) をクリックします。

a. 垂直の注釈を追加するには、[垂直の注釈の追加] を選択します。
b. [Label] (ラベル) で、現在の注釈の横にあるペンと紙のアイコンをクリックし、新しい注釈を入力

します。日付と時刻のみを表示するには、[Label] (ラベル) フィールドを空白のままにします。
c. [Date] (日付) で、現在の日付と時刻を選択し、新しい日付と時刻を入力します。
d. [Fill] (塗りつぶし) で、ドロップダウンを選択し、注釈でシェーディングを使用する方法を指定し

ます。[None] (なし)、[Above] (上回る)、[Between] (間)、[Below] (下回る) を選択できます。塗り
つぶしの色を変更するには、注釈の横にある色の四角を選択します。

e. 注釈を非表示にするには、非表示にする注釈の横にあるチェックボックスをオフにします。
f. 注釈を削除するには、[Actions] の [X] を選択します。

Note

これらのステップを繰り返すと、同じグラフに複数の垂直注釈を追加することができます。
12. [ウィジェットの作成] を選択します。
13. [ダッシュボードの保存] を選択します。

グラフをダッシュボードから削除する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. 削除するグラフの右上隅の [Widget actions] (ウィジェットのアクション) を選択してから、[Delete]

(削除) をクリックします。
4. [ダッシュボードの保存] を選択します。
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手動でメトリクスをグラフ化する

CloudWatch ダッシュボードで手動でメトリクスをグ
ラフ化する
過去 14 日間にわたってデータを発行していないメトリクスは、グラフに追加するメトリクスを 
CloudWatch ダッシュボードで検索したときに、検出されません。既存のグラフにメトリクスを手動で追
加するには、次のステップを使用します。

検索で見つからないメトリクスをグラフに追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. ダッシュボードには、メトリクスを追加する先のグラフが既に含まれている必要があります。含まれ

ていない場合は、グラフを作成して、メトリクスを追加します。詳細については、「」を参照してく
ださい CloudWatch ダッシュボードからグラフを追加または削除する  (p. 39)

4. [アクション]、[ソースの表示/編集] を選択します。

JSON ブロックが表示されます。このブロックは、ダッシュボード上のウィジェットとそのコンテン
ツを指定します。このブロックの一部の例を次に示します。これは 1 つのグラフを定義します。

{ 
            "type": "metric", 
            "x": 0, 
            "y": 0, 
            "width": 6, 
            "height": 3, 
            "properties": { 
                "view": "singleValue", 
                "metrics": [ 
                    [ "AWS/EBS", "VolumeReadOps", "VolumeId", "vol-1234567890abcdef0" ] 
                ], 
                "region": "us-west-1" 
            } 
        },

この例では、以下のセクションで、このグラフに表示されるメトリクスを定義します。

[ "AWS/EBS", "VolumeReadOps", "VolumeId", "vol-1234567890abcdef0" ]

5. 最後の括弧の後にカンマを追加し (まだ追加されていない場合)、カンマの後に同じような括弧で囲ん
だセクションを追加します。この新しいセクションでは、グラフに追加するメトリクスの名前空間、
メトリクス名、および必要なディメンションを指定します。次に例を示します。

[ "AWS/EBS", "VolumeReadOps", "VolumeId", "vol-1234567890abcdef0" ],
[ "MyNamespace", "MyMetricName", "DimensionName", "DimensionValue" ]

JSON でメトリクスをフォーマットする方法の詳細については、「メトリクスウィジェットオブジェ
クトのプロパティ」を参照してください。

6. [Update] (更新) を選択します。

既存のグラフの使用
これらのセクションの手順に従って、既存のダッシュボードグラフウィジェットを編集および変更しま
す。
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トピック
• CloudWatch ダッシュボードでグラフを編集する  (p. 42)
• CloudWatch ダッシュボードでグラフを移動またはサイズ変更する (p. 46)
• CloudWatch ダッシュボードのグラフ名を変更する (p. 47)

CloudWatch ダッシュボードでグラフを編集する
CloudWatch ダッシュボードに追加するグラフを編集できます。グラフのタイトル、統計、期間を変更
できます。グラフでメトリクスを追加、更新、削除できます。グラフに 1 つ以上のメトリクスが含まれ
る場合は、使用していないメトリクスを非表示にして、整理することができます。このセクションの手
順では、ダッシュボードのグラフを編集する方法について説明します。グラフの作成方法については、
「CloudWatch ダッシュボードからグラフを追加または削除する」を参照してください。

New interface

ダッシュボードのグラフを編集する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
3. 編集するグラフの右上隅の [Widget actions] (ウィジェットのアクション) を選択してから、[Edit]

(編集) をクリックします。
4. グラフのタイトルを変更するには、現在のタイトルの横にあるペンと紙のアイコンをクリックし

ます。新しいタイトルを入力して、[Apply] (適用) を選択します。
5. (オプション) グラフの時間範囲を変更するには、グラフの右上隅にある事前定義済みの時間範

囲を選択します。時間範囲は、1 時間から 1 週間です ([1h] (1 時間)、[3h] (3時間 )、[12h] (12 時
間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、[1w] (1 週間))。

独自の時間範囲を設定するには、[Custom] (カスタム) をクリックします。

• (オプション) ダッシュボードの他の部分の時間範囲が後で変更されても、選択した時間範囲
をウィジェットが使用し続けるようにするには、[持続時間範囲] を選択します。

6. グラフのウィジェットタイプを変更するには、定義済みの時間範囲の横にあるドロップダウンを
使用します。

7. [Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) では、メトリクスに動的ラベルを追加し、メトリク
スのラベル、ラベルの色、統計、期間を変更できます。Y 軸上のラベルの位置を、左から右に決
定することもできます。

a. メトリクスに動的ラベルを追加するには、[Dynamic labels] (動的ラベル) を選択します。動的
ラベルは、グラフの凡例にメトリクスに関する統計を表示します。動的ラベルは、ダッシュ
ボードまたはグラフが更新されるたびに自動的に更新されます。デフォルトでは、ラベルに
追加した動的な値は、ラベルの先頭に表示されます。詳細については、「動的ラベルを使用
する (p. 128)」を参照してください。

b. メトリクスの色を変更するには、メトリクスの横にある色付きの四角を選択します。
c. 統計を変更するには、[Statistic] (統計) 列で統計値を選択してから、新しい値を選択します。

詳細については、「統計 (p. 6)」を参照してください。
d. 期間を変更するには、[Period] (期間) 列で期間の値を選択してから、新しい値を選択しま

す。
8. 水平の注釈を追加または編集するには、[Options] (オプション) を選択します。

a. 水平の注釈を追加するには、[水平の注釈の追加] を選択します。
b. [Label] (ラベル) で、現在の注釈の横にあるペンと紙のアイコンをクリックします。次に、新

しい注釈を入力します。注釈を入力したら、チェックマークアイコンをクリックします。
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c. [Value] (値) で、現在のメトリクス値の横にあるペンと紙のアイコンをクリックします。次
に、新しいメトリクス値を入力します。値を入力したら、チェックマークアイコンをクリッ
クします。

d. [Fill] (フィル) で、列の下のドロップダウンを選択し、注釈でシェーディングを使用する方法
を指定します。[None] (なし)、[Above] (上回る)、[Between] (間)、[Below] (下回る) を選択で
きます。[Between] (間) を選択すると、別の新しいラベルと値フィールドが表示されます。

Tip

注釈の横にある色付きの四角を選択すると、塗りつぶしの色を変更できます。
e. [Axis] (軸) で、注釈を Y 軸の左側と右側のどちらに表示するかを指定します。
f. 注釈を非表示にするには、グラフで非表示にする注釈の横にあるチェックボックスをオフに

します。
g. 注釈を削除するには、[Actions] (アクション) 列の [X] を選択します。

Note

これらのステップを繰り返すと、同じグラフに複数の水平注釈を追加することがで
きます。

9. 垂直の注釈を追加または編集するには、[Options] (オプション) を選択します。

a. 垂直の注釈を追加するには、[垂直の注釈の追加] を選択します。
b. [Label] (ラベル) で、現在の注釈の横にあるペンと紙のアイコンをクリックします。次に、新

しい注釈を入力します。注釈を入力したら、チェックマークアイコンをクリックします。

Tip

注釈で日付と時刻のみを表示するには、[Label] (ラベル) フィールドを空白のままに
します。

c. [Date] (日付) で、現在の日付と時刻を選択します。次に、新しい日付と時刻を入力します。
d. [Fill] (フィル) で、列の下のドロップダウンを選択し、注釈でシェーディングを使用する方法

を指定します。[None] (なし)、[Above] (上回る)、[Between] (間)、[Below] (下回る) を選択で
きます。[Between] (間) を選択すると、新しいラベルと値フィールドが表示されます。

Tip

注釈の横の色付きの四角を選択すると、塗りつぶしの色を変更できます。

Note

これらのステップを繰り返すと、同じグラフに複数の垂直注釈を追加することがで
きます。

e. 注釈を非表示にするには、グラフで非表示にする注釈の横にあるチェックボックスをオフに
します。

f. 注釈を削除するには、[Actions] (アクション) 列の [X] を選択します。
10. Y 軸をカスタマイズするには、[Option] (オプション) を選択します。[Left Y-axis] (左 Y 軸) の

[Label] (ラベル) にカスタムラベルを入力できます。グラフに右 Y 軸の値が表示されている場合
は、そのラベルもカスタマイズできます。Y 軸の値に最小値と最大値を設定して、指定した値の
範囲のみをグラフに表示することもできます。

11. 変更が完了したら、[Update widget] (ウィジェットの更新) を選択します。

グラフの凡例を非表示にしたり位置を変更したりするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
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3. 編集するグラフの右上隅の [Widget actions] (ウィジェットのアクション) を選択します。[Legend]
(凡例) を選択し、[Hidden] (非表示)、[Bottom] (下へ)、[Right] (右) から選択します。

一時的にダッシュボードのグラフメトリクスを非表示にすることができます。

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
3. グラフのフッターで非表示にするメトリクスの色の四角を選択します。カーソルを合わせると、

色付きの四角に [X] が表示され、クリックするとグレーに変わります。
4. 非表示のメトリクスを復元するには、グレーの四角の中の [X] をクリアします。

Original interface

ダッシュボードのグラフを編集する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
3. 編集するグラフの右上隅にカーソルを合わせます。[Widget Actions] (ウィジェットのアクション) 

を選択してから、[Edit] (編集) を選択します。
4. グラフのタイトルを変更するには、現在のタイトルの横にある鉛筆アイコンをクリックし、新し

いタイトルを入力します。
5. グラフの時間範囲を変更するには、グラフの右上隅にある事前定義済みの時間範囲の 1 つを選

択します。これらの期間は、1 時間から 1 週間です ([1h] (1 時間)、[3h] (3 時間)、[12h] (12 時
間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、[1w] (1 週間))。

• 独自の時間範囲を設定するには、[custom] (カスタム) をクリックします。
6. グラフのウィジェットタイプを変更するには、[Graph options] (グラフのオプション) タブを選択

します。[Line] (折れ線グラフ)、[Stacked area] (スタックされたエリア)、[Number] (数値)、[Bar]
(棒グラフ)、[Pie] (円グラフ) を選択できます。

Tip

定義済みの時間範囲の横にあるドロップダウンを選択して、グラフのウィジェットタイ
プを変更できます。

7. [Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) では、メトリクスに動的ラベルを追加し、メトリク
スのラベル、ラベルの色、統計、期間を変更できます。Y 軸上のラベルの位置を、左から右に決
定することもできます。

a. メトリクスに動的ラベルを追加するには、[Dynamic labels] (動的ラベル) を選択します。動的
ラベルは、グラフの凡例にメトリクスに関する統計を表示します。動的ラベルは、ダッシュ
ボードまたはグラフが更新されるたびに自動的に更新されます。デフォルトでは、ラベルに
追加した動的な値は、ラベルの先頭に表示されます。詳細については、「動的ラベルを使用
する (p. 128)」を参照してください。

b. メトリクスの色を変更するには、メトリクスの横にある色付きの四角を選択します。
c. 統計を変更するには、[Statistic] (統計) 列で統計値を選択してから、新しい値を選択します。

詳細については、「統計 (p. 6)」を参照してください。
d. 期間を変更するには、[Period] (期間) 列で期間の値を選択してから、新しい値を選択しま

す。
8. 水平の注釈を追加または編集するには、[グラフのオプション] を選択します。

a. 水平の注釈を追加するには、[水平の注釈の追加] を選択します。
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b. [Label] (ラベル) で、現在の注釈の横にある鉛筆アイコンをクリックします。次に、新しい注
釈を入力します。注釈を入力したら、チェックマークアイコンをクリックします。

c. [Value] (値) で、現在のメトリクス値の横にある鉛筆アイコンをクリックします。次に、新
しいメトリクス値を入力します。値を入力したら、チェックマークアイコンをクリックしま
す。

d. [Fill] (フィル) で、列の下のドロップダウンを選択し、注釈でシェーディングを使用する方法
を指定します。[None] (なし)、[Above] (上回る)、[Between] (間)、[Below] (下回る) を選択で
きます。[Between] (間) を選択すると、新しいラベルと値フィールドが表示されます。

Tip

注釈の横の色付きの四角を選択すると、塗りつぶしの色を変更できます。
e. [Axis] (軸) で、注釈を Y 軸の左側と右側のどちらに表示するかを指定します。
f. 注釈を非表示にするには、グラフで非表示にする注釈の横にあるチェックボックスをオフに

します。
g. 注釈を削除するには、[Actions] (アクション) 列の [X] を選択します。

Note

これらのステップを繰り返すと、同じグラフに複数の水平注釈を追加することがで
きます。

9. 水平注釈を追加または編集するには、[Graph options] (グラフのオプション) を選択します。

a. 垂直の注釈を追加するには、[垂直の注釈の追加] を選択します。
b. [Label] (ラベル) で、現在の注釈の横にある鉛筆アイコンをクリックします。次に、新しい注

釈を入力します。注釈を入力したら、チェックマークアイコンをクリックします。

Tip

注釈で日付と時刻のみを表示するには、[Label] (ラベル) フィールドを空白のままに
します。

c. [Date] (日付) で、現在の日付と時刻の横にある鉛筆アイコンをクリックします。次に、新し
い日付と時刻を入力します。

d. [Fill] (フィル) で、列の下のドロップダウンを選択し、注釈でシェーディングを使用する方法
を指定します。[None] (なし)、[Above] (上回る)、[Between] (間)、[Below] (下回る) を選択で
きます。[Between] (間) を選択すると、新しいラベルと値フィールドが表示されます。

Tip

注釈の横の色付きの四角を選択すると、塗りつぶしの色を変更できます。

Note

これらのステップを繰り返すと、同じグラフに複数の垂直注釈を追加することがで
きます。

e. 注釈を非表示にするには、グラフで非表示にする注釈の横にあるチェックボックスをオフに
します。

f. 注釈を削除するには、[Actions] (アクション) 列の [X] を選択します。
10. Y 軸をカスタマイズするには、[グラフのオプション] を選択します。[Left Y-axis] (左 Y 軸) の

[Label] (ラベル) にカスタムラベルを入力できます。グラフに右 Y 軸の値が表示されている場合
は、そのラベルもカスタマイズできます。Y 軸の値に最小値と最大値を設定して、指定した値の
範囲のみをグラフに表示することもできます。

11. 変更が完了したら、[Update widget] (ウィジェットの更新) を選択します。
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グラフの凡例を非表示にしたり位置を変更したりするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
3. 編集するグラフの右上隅にカーソルを合わせて、[Widget actions] (ウィジェットのアクション) を

クリックします。[Legend] (凡例) を選択し、[Hidden] (非表示)、[Bottom] (下へ)、[Right] (右) から
選択します。

一時的にダッシュボードのグラフメトリクスを非表示にすることができます。

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
3. グラフのフッターで非表示にするメトリクスの色の四角を選択します。カーソルを合わせると、

色付きの四角に [X] が表示され、クリックするとグレーに変わります。
4. 非表示のメトリクスを復元するには、グレーの四角の中の [X] をクリアします。

CloudWatch ダッシュボードでグラフを移動またはサイズ変更す
る
CloudWatch ダッシュボードのグラフを調節したり、サイズを変更したりすることができます。

ダッシュボードのグラフを移動する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. 以下のいずれかを実行します。

• 選択アイコンが表示されるまで、グラフのタイトルにマウスカーソルを合わせます。グラフを選択
し、ダッシュボード上の移動先にドロップします。

• ウィジェットをダッシュボードの左上または左下に移動するには、ウィジェットの右上にある縦
の省略記号を選択して、[ウィジェットのアクション] メニューを開きます。次に [移動] を選択し、
ウィジェットの移動先を選択します。

4. [ダッシュボードの保存] を選択します。

グラフのサイズを変更するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. サイズを大きくしたり小さくするには、グラフにマウスカーソルを合わせ、グラフの右下をドラッグ

します。目的のサイズになったら、コーナーのドラッグを停止します。
4. [ダッシュボードの保存] を選択します。

一時的にグラフを拡大するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
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3. グラフを選択します。あるいは、グラフのタイトルにマウスカーソルを合わせ、[ウィジェットアク
ション] を選択し、[拡大] を選択します。

CloudWatch ダッシュボードのグラフ名を変更する
CloudWatch がダッシュボードのグラフに対してつけたデフォルト名を変更できます。

ダッシュボードのグラフ名を変更する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. グラフのタイトルにマウスカーソルを合わせ、[ウィジェットのアクション]、[編集] の順に選択しま

す。
4. [グラフの編集] 画面の上部で、グラフのタイトルを選択します。
5. [タイトル] に新しい名前を入力し、[OK] (チェックマーク) を選択します。[グラフの編集] 画面の右下

にある [ウィジェットの更新] を選択します。

CloudWatch ダッシュボードへのメトリクスエクスプ
ローラーウィジェットを追加する
メトリクスエクスプローラーウィジェットには、同じタグを持つ複数のリソースのグラフや、インスタン
スタイプなどの同じリソースプロパティを共有する複数のリソースのグラフが含まれます。一致するリ
ソースの作成または削除に伴って、これらのウィジェットも最新の状態になります。ダッシュボードにメ
トリクスエクスプローラーウィジェットを追加すると、環境のトラブルシューティングをより効率的に行
うのに役立ちます。

例えば、本番環境やテストなどの環境を表すタグを割り当てることで、EC2 インスタンスのフリートをモ
ニターリングできます。その後、これらのタグを使用して、各タグに関連付けられている EC2 インスタン
スのヘルスやパフォーマンスを把握するための CPUUtilization などの運用メトリクスをフィルタリン
グおよび集計できます。

次の手順では、コンソールを使用してメトリクスエクスプローラーウィジェットをダッシュボード
に追加する方法について説明します。プログラムまたは を使用して追加することもできますAWS 
CloudFormation 詳細については、「メトリクスエクスプローラーウィジェットのオブジェクト定義」およ
び「AWS::CloudWatch::Dashboard」を参照してください。

ダッシュボードにメトリクスエクスプローラーウィジェットを追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. メトリクスエクスプローラーウィジェットを追加するダッシュボードの名前を選択します。
4. [+] 記号を選択します。
5. [Explorer] (エクスプローラー) を選択し、[Next] (次へ) を選択します。

Note

メトリクスエクスプローラーウィジェットを追加できるようにするには、新しいダッシュ
ボードビューを選択している必要があります。オプトインするには、ナビゲーションペイン
で [ダッシュボード] を選択し、ページの上部にあるバナーで [新しいインターフェイスを試
す] を選択します。

6. 次のいずれかを行ってください。
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• テンプレートを使用するには、[Pre-filled Explorer widget] (事前入力済みのエクスプローラーウィ
ジェット) を選択し、使用するテンプレートを選択します。

• カスタムビジュアライゼーションを作成するには、[Empty Explorer widget] (空のエクスプロー
ラーウィジェット) を選択します。

7. [作成] を選択します。

テンプレートを使用した場合、ウィジェットは選択したメトリクスとともにダッシュボードに表示さ
れます。エクスプローラーウィジェットとダッシュボードに問題がなければ、[Save dashboard] (ダッ
シュボードの保存) を選択します。

テンプレートを使用しなかった場合は、次の手順に進みます。
8. [Explorer] (エクスプローラー) の下の新しいウィジェットの [Metrics] (メトリクス) ボックスで、サー

ビスから 1 つのメトリクスまたは使用可能なすべてのメトリクスを選択します。

メトリクスを選択した後、必要に応じてこのステップを繰り返して、さらにメトリクスを追加できま
す。

9. 選択した各メトリクスについて、CloudWatch は、メトリクス名の直後に使用する統計を表示しま
す。これを変更するには、統計名を選択し、必要な統計を選択します。

10. [From] (開始) で、結果をフィルタリングするためのタグまたはリソースプロパティを選択します。

これを実行した後、必要に応じてこのステップを繰り返して、さらにタグまたはリソースプロパティ
を選択できます。

2 つの EC2 インスタンスタイプなど、同じプロパティの複数の値を選択した場合、Explorer には、選
択したいずれかのプロパティに一致するすべてのリソースが表示されます。OR 演算として取り扱わ
れます。

Production タグや M5 インスタンスタイプなど、異なるプロパティまたはタグを選択した場合、こ
れらのすべての選択に一致するリソースのみが表示されます。これは、AND 演算として扱われます。

11. (オプション) [Aggregate by] (集計単位) で、メトリクスの集計に使用する統計を選択します。その
後、[for] (次のため:) の横で、リストからメトリクスの集計方法を選択します。現在表示されているす
べてのリソースを集計することも、単一のタグまたはリソースプロパティ別に集計することもできま
す。

集計方法に応じて、結果は 1 つの時系列または複数の時系列になります。
12. [Split by] (分割方法) では、複数の時系列を持つ単一のグラフを複数のグラフに分割できます。分割

は、[Split by] (分割方法) で選択するさまざまな基準によって行うことができます。
13. [Graph options] (グラフのオプション) で、期間、グラフのタイプ、凡例の配置、およびレイアウトを

変更することにより、より洗練されたグラフを表示できます。
14. エクスプローラーウィジェットとダッシュボードに問題がなければ、[Save dashboard] (ダッシュボー

ドの保存) を選択します。

CloudWatch ダッシュボードで線ウィジェットを追加
または削除する
線ウィジェットを使用すると、一定期間にわたってメトリクスを比較できます。ウィジェットのミニマッ
プズーム機能を使用して、ズームインビューとズームアウトビューを変更することなく、折れ線グラフの
セクションを調べることもできます。このセクションの手順では、CloudWatch ダッシュボードで線ウィ
ジェットを追加および削除する方法について説明します。ウィジェットのミニマップズーム機能を折れ線
グラフで使用する方法については、「Zooming in on a line or stacked area graph」(折れ線グラフまたは積
み上げ面グラフでのズームイン) を参照してください。
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線ウィジェットをダッシュボードに追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. [+] 記号を選択してから、[Line] を選択します。
4. [メトリクス] をクリックします。
5. [Browse] (参照) をクリックし、グラフ化するメトリクスを選択します。
6. [Create widget] (ウィジェットの作成)、[Save dashboard] (ダッシュボードの保存) の順にクリックし

ます。

線ウィジェットをダッシュボードから削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. 削除する線ウィジェットの右上隅で、[Widget actions] (ウィジェットのアクション)、[Delete] (削除) 

の順にクリックします。
4. [ダッシュボードの保存] を選択します。

CloudWatch ダッシュボードから数値ウィジェットを
追加または削除する
数値ウィジェットを使用すると、表示される最新のメトリクス値とトレンドをすぐに確認できます。数値
ウィジェットにはスパークライン機能が含まれているため、メトリクストレンドの上半分と下半分を 1 つ
のグラフで可視化できます。このセクションの手順では、CloudWatch ダッシュボードで数値ウィジェッ
トを追加または削除する方法について説明します。

49

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
数値ウィジェットの追加または削除 

Note

スパークライン機能をサポートしているのは、新しいインターフェイスのみです。数値ウィ
ジェットを作成すると、スパークライン機能が自動的に含まれます。

数値ウィジェットをダッシュボードに追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. [+] 記号を選択してから、[Number] を選択します。
4. [参照] タブで、表示するメトリクスを検索または参照します。
5. (オプション) スパークライン機能の色を変更するには、[Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) 

をクリックし、メトリクスラベルの横にあるカラーボックスを選択します。別の色を選択するか、6 
桁の 16 進数カラーコードを入力して色を指定できるメニューが表示されます。

6. (オプション) スパークライン機能をオフにするには、[Option] (オプション) をクリックしま
す。[Sparkline] (スパークライン) のチェックボックス。

7. (オプション) 数値ウィジェットの時間範囲を変更するには、グラフの右上隅にある事前定義済みの時
間範囲を選択します。時間範囲は、1 時間から 1 週間です ([1h] (1 時間)、[3h] (3時間 )、[12h] (12 時
間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、[1w] (1 週間))。

独自の時間範囲を設定するには、[Custom] (カスタム) をクリックします。

• (オプション) ダッシュボードの他の部分の時間範囲が後で変更されても、選択した時間範囲を
ウィジェットが使用し続けるようにするには、[持続時間範囲] を選択します。

8. [Create widget] (ウィジェットの作成)、[Save dashboard] (ダッシュボードの保存) の順にクリックし
ます。

Tip

ダッシュボード画面の数値ウィジェットで、スパークライン機能をオフにすることができます。
変更する数値ウィジェットの右上隅で、[Widget actions] (ウィジェットのアクション) をクリック
します。[Sparkline] (スパークライン)、[Hide sparkline] (スパークラインを非表示) の順に選択し
ます。

50

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
ゲージウィジェットを追加または削除する 

数値ウィジェットをダッシュボードから削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) をクリックし、削除する数値ウィジェットを

含むダッシュボードを選択します。
3. 削除する数値ウィジェット右上隅で、[Widget actions] (ウィジェットのアクション)、[Delete] (削除) 

の順にクリックします。
4. [ダッシュボードの保存] を選択します。

CloudWatch ダッシュボードでゲージウィジェットを
追加または削除する
ゲージウィジェットを使用すると、範囲間のメトリクス値を可視化できます。たとえば、ゲージウィ
ジェットを使用してパーセンテージと CPU 使用率をグラフ化し、発生するパフォーマンスの問題を観察
して診断できます。このセクションの手順では、CloudWatch ダッシュボードでゲージウィジェットを追
加または削除する方法について説明します。

Note

CloudWatch コンソールの新しいインターフェイスのみが、ゲージウィジェットの作成をサポー
トしています。このウィジェットを作成する際は、ゲージ範囲を設定する必要があります。

ゲージウィジェットをダッシュボードに追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. ダッシュボード画面で、+ 記号を選択してから、[Gauge] (ゲージ) を選択します。
4. [Browse] (参照) をクリックし、グラフ化するメトリクスを選択します。
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5. [Options] を選択します。[Gauge range] (ゲージ範囲)で、[Min] (最小) および [Max] (最大) 値を設定し
ます。CPU 使用率などのパーセンテージについては、Min に 0、Max に 100 の値を設定することを
お勧めします。

6. (オプション) ゲージウィジェットの色を変更するには、[Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) 
をクリックし、メトリクスラベルの横にあるカラーボックスを選択します。別の色を選択するか、6 
桁の 16 進数カラーコードを入力して色を指定できるメニューが表示されます。

7. [Create widget] (ウィジェットの作成)、[Save dashboard] (ダッシュボードの保存) の順にクリックし
ます。

ダッシュボードからゲージウィジェットを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) をクリックし、削除するゲージウィジェット

を含むダッシュボードを選択します。
3. 削除するゲージウィジェットの右上隅で、[Widget actions] (ウィジェットのアクション)、[Delete] (削

除) の順にクリックします。
4. [ダッシュボードの保存] を選択します。

CloudWatch ダッシュボードにカスタムウィジェット
を追加する
カスタムウィジェットは、カスタムパラメータを使用して任意の AWS Lambda 関数を呼び出すことが
できる CloudWatch ダッシュボードウィジェットです。次に、返された HTML または JSON を表示し
ます。カスタムウィジェットは、ダッシュボードにデータのカスタムビューを構築する簡単な方法で
す。Lambda コードを書けて HTML を作成できれば、便利なカスタムウィジェットを作成できます。さら
に、Amazon では、コードなしで作成できる、ビルド済みのカスタムウィジェットをいくつかご用意して
います。

カスタムウィジェットとして使用する Lambda 関数を作成するときは、関数名にプレフィックス
customWidget を含めることを強くお勧めします。これにより、ダッシュボードにカスタムウィジェットを
追加するときに安全に使用できる Lambda 関数がわかります。

カスタムウィジェットは、ダッシュボード上の他のウィジェットと同様に動作します。これらのオブジェ
クトは、再表示、自動更新、サイズ変更、および移動することができます。これらは、ダッシュボードの
時間範囲に応答します。

CloudWatch コンソールのクロスアカウント機能を設定している場合は、1 つのアカウントで作成されたカ
スタムウィジェットを他のアカウントのダッシュボードに追加できます。詳細については、「クロスアカ
ウントクロスリージョン CloudWatch コンソール (p. 1261)」を参照してください。

CloudWatch ダッシュボードの共有機能を使用して、独自のウェブサイトでカスタムウィジェットを使用
することもできます。詳細については、「CloudWatch ダッシュボードの共有 (p. 62)」を参照してくだ
さい。

トピック
• カスタムウィジェットの詳細 (p. 53)
• セキュリティと JavaScript (p. 54)
• カスタムウィジェットのインタラクティブ性 (p. 54)
• カスタムウィジェットを作成する (p. 56)
• カスタムウィジェットのサンプル (p. 57)
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カスタムウィジェットの詳細
カスタムウィジェットでは次のようなことができます。

1. CloudWatch ダッシュボードは、ウィジェットコードを含む Lambda 関数を呼び出します。これは、
ウィジェットで定義された任意のカスタムパラメータを渡します。

2. Lambda 関数は、HTML、JSON、または Markdown の文字列を返します。Markdown は、次の形式で 
JSON として返されます。

{"markdown":"markdown content"}

3. ダッシュボードに、返された HTML または JSON が表示されます。

関数が HTML を返す場合、ほとんどの HTML タグがサポートされます。カスケードスタイルシート (CSS) 
スタイルとスケーラブルベクターグラフィックス (SVG) を使用すれば、洗練されたビューを構築できま
す。

リンクやテーブルなどの HTML 要素のデフォルトのスタイルは、CloudWatch ダッシュボードのスタイル
に従います。<style> タグを使用してインラインスタイルを使用することで、このスタイルをカスタマイ
ズできます。また、cwdb-no-default-styles のクラスで単一の HTML 要素を含めることで、デフォ
ルトのスタイルを無効化することができます。次の <div class="cwdb-no-default-styles"></
div> の例では、デフォルトのスタイルを無効化します。

カスタムウィジェットから Lambda へのすべての呼び出しには、以下の内容の widgetContext 要素が含
まれ、Lambda 関数のデベロッパーに有用なコンテキスト情報を提供します。

{ 
    "widgetContext": { 
        "dashboardName": "Name-of-current-dashboard", 
        "widgetId": "widget-16", 
        "accountId": "012345678901", 
        "locale": "en", 
        "timezone": { 
            "label": "UTC", 
            "offsetISO": "+00:00", 
            "offsetInMinutes": 0 
        }, 
        "period": 300, 
        "isAutoPeriod": true, 
        "timeRange": { 
            "mode": "relative", 
            "start": 1627236199729, 
            "end": 1627322599729, 
            "relativeStart": 86400012, 
            "zoom": { 
                "start": 1627276030434, 
                "end": 1627282956521 
             } 
        }, 
        "theme": "light", 
        "linkCharts": true, 
        "title": "Tweets for Amazon website problem", 
        "forms": { 
            "all": {} 
        }, 
        "params": { 
            "original": "param-to-widget" 
        }, 
        "width": 588, 
        "height": 369 
    }
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}

デフォルトの CSS スタイル設定
カスタムウィジェットには、次のデフォルトの CSS スタイルの要素が用意されています。

• CSS クラスの btn を使用してボタンを追加します。これは、次の例のように、アンカー (<a>) をボタン
に変えます。

<a class="btn" href=https://amazon.com”>Open Amazon</a>

• CSS クラスの btn btn-primary を使用して、主ボタンを追加できます。
• デフォルトでは、テーブル、選択、ヘッダー (h1、h2、h3)、書式付きテキスト (前)、インプット およ

びテキスト領域の要素にスタイルが設定されます。

describe パラメータを使用する
空の文字列を返すだけの場合でも、関数の describe パラメータをサポートすることを強くお勧めします。
サポートされていない状態でカスタムウィジェットで呼び出されると、ウィジェットの内容がドキュメン
トのような形式で表示されます。

describe パラメータを含めると、Lambda 関数はドキュメントを Markdown 形式で返し、他には何も実行
しません。

コンソールでカスタムウィジェットを作成する場合、Lambda 関数を選択すると、[Get documentation] (ド
キュメントを取得) ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、describe パラメータを使用し
て関数が呼び出され、関数のドキュメントが返されます。ドキュメントが Markdown 形式で適切にフォー
マットされている場合、CloudWatch は YAML の 3 つの単一のバックティック文字 (```) で囲まれたドキュ
メントの最初のエントリを解析します。その後、パラメータ内のドキュメントが自動的に入力されます。
以下は、そのように適切にフォーマットされたドキュメントの例です。

``` yaml
echo: <h1>Hello world</h1>
```

セキュリティと JavaScript
セキュリティ上の理由から、返される HTML では JavaScript を使用できません。JavaScript を削除するこ
とで、Lambda 関数の記述者によって、ダッシュボードでウィジェットを表示しているユーザーよりも高
度なアクセス許可を使用して実行するコードを挿入される、アクセス許可のエスカレーションの問題を回
避できます。

返された HTML に JavaScript コードまたはその他の既知のセキュリティの脆弱性が含まれている場合は、
ダッシュボードにレンダリングされる前に HTML から消去されます。例えば、<iframe> タグおよび <use>
タグは許可されず、削除されます。

カスタムウィジェットは、ダッシュボードではデフォルトでは実行されません。代わりに、カスタムウィ
ジェットが呼び出す Lambda 関数を信頼する場合は、カスタムウィジェットを実行することを明示的に許
可する必要があります。個々のウィジェットとダッシュボード全体の両方で、一度許可するか、常に許可
するかを選択できます。個々のウィジェットとダッシュボード全体のアクセス許可を拒否することもでき
ます。

カスタムウィジェットのインタラクティブ性
JavaScript が許可されていなくても、返された HTML とのインタラクティブ性を許可する他の方法があり
ます。
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• 返された HTML 内のすべての要素は、<cwdb-action> タグの特別な設定でタグ付けすることができ、
その要素が選択されたときに、ポップアップで情報を表示したり、クリック時に確認を求めたり、任意
の Lambda 関数を呼び出したりすることができます。例えば、Lambda 関数を使用して任意の AWS API 
を呼び出すボタンを定義できます。返される HTML は、既存の Lambda ウィジェットのコンテンツを置
き換えるか、モーダル内に表示するように設定できます。

• 返される HTML には、新しいコンソールを開いたり、他の顧客のページを開いたり、他のダッシュボー
ドを読み込んだりするためのリンクを含めることができます。

• HTML には、要素の title 属性を含めることができます。これにより、ユーザーがその要素の上にカー
ソルを置いた場合に追加情報が提供されます。

• 要素には、アニメーションやその他の CSS 効果を呼び出すことができる :hover などの CSS セレク
ターを含めることができます。ページ内の要素を表示または非表示にすることもできます。

<cwdb-action> 定義と使用

<cwdb-action> 要素は、直前の要素の動作を定義します。<cwdb-action> の内容は、表示する HTML 
か、Lambda 関数に渡すパラメータの JSON ブロックのいずれかです。

<cwdb-action> 要素の例を次に示します。

<cwdb-action  
     action="call|html"  
     confirmation="message"  
     display="popup|widget"  
     endpoint="<lambda ARN>"  
     event="click|dblclick|mouseenter">   
  
     html | params in JSON
</cwdb-action>

• action — 有効な値は、Lambda 関数を呼び出す call と、<cwdb-action> に含まれるすべての HTML 
を表示する html です。デフォルトは html です。

• confirmation — 把握する必要のあるアクションを実行する前に確認メッセージを表示し、お客様がキャ
ンセルできるようにします。

• display — 有効な値は popup および widget で、ウィジェット自体の内容を置き換えます。デフォルト
は widget です。

• endpoint － 呼び出す Lambda 関数の Amazon リソースネーム (ARN)。これは、action が call であ
る場合に必要です。

• event — アクションを呼び出す前の要素のイベントを定義します。有効な値
は、click、dblclick、mouseenter です。mouseenter イベントは、html アクションと組み合わ
せてしか使えません。デフォルトは click です。

例

以下の例では、<cwdb-action> タグを使用して、Lambda 関数呼び出しによって Amazon EC2 インスタ
ンスを再起動するボタンを作成する方法を示します。ここでは、通話の成功または失敗がポップアップで
表示されます。

<a class="btn">Reboot Instance</a>
<cwdb-action action="call" endpoint="arn:aws:lambda:us-
east-1:123456:function:rebootInstance" display="popup">   
       { "instanceId": "i-342389adbfef" }
</cwdb-action> 

次の例では、ポップアップに詳細情報を表示します。
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<a>Click me for more info in popup</a>
<cwdb-action display="popup">  
   <h1>Big title</h1> 
   More info about <b>something important</b>.
</cwdb-action> 

この例では、[Next] (次へ) ボタンを使用して、ウィジェットのコンテンツを Lambda 関数への呼び出しに
置き換えます。

<a class="btn btn-primary">Next</a>
<cwdb-action action="call" endpoint="arn:aws:lambda:us-east-1:123456:function:nextPage">  
   { "pageNum": 2 }
</cwdb-action> 

カスタムウィジェットを作成する
カスタムウィジェットを作成するには、Amazon が提供しているサンプルを使用するか、独自のサンプル
を作成します。Amazon のサンプルには、JavaScript と Python の両方のサンプルが含まれており、AWS 
CloudFormation スタックによって作成されています。サンプルの一覧については、「カスタムウィジェッ
トのサンプル (p. 57)」を参照してください。

CloudWatch ダッシュボードでカスタムウィジェットを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. [+] 記号を選択します。
4. [Custom widget] (カスタムウィジェット) を選択します。
5. 次のいずれかの方法を使用します。

• Amazon が提供するカスタムウィジェットのサンプルを使用するには、次の手順に従います。

a. ドロップダウンボックスでサンプルを選択します。

AWS CloudFormation コンソールが新規のブラウザで起動します。AWS CloudFormation コ
ンソールで、次の操作を行います。

b. (オプション) AWS CloudFormation スタックの名前をカスタマイズします。
c. サンプルで使用されるすべてのパラメータを選択します。
d. [I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources] (AWS CloudFormation 

によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します。) を選択し、[Create 
stack] (スタックの作成) を選択します。

• Amazon が提供する独自のカスタムウィジェットを作成するには、次の手順に従います。

a. [Next] (次へ) をクリックします。
b. Lambda 関数をリストから選択するか、Amazon リソースネーム (ARN) を入力するかを選択

します。リストから選択する場合は、関数のあるリージョンと使用するバージョンも指定し
ます。

c. [Parameters] (パラメータ) で、関数で使用されるすべてのパラメータを選択します。
d. ウィジェットのタイトルを入力します。
e. [Update on] (更新日) で、ウィジェットを更新するタイミング (Lambda 関数を再度呼び出

すタイミング) を設定します。これは、ダッシュボードの自動更新時にウィジェットを更
新するための [Refresh] (更新)、ウィジェットのサイズが変更されるたびに更新するための 
[Resize] (サイズ変更)、またはグラフのズームイン時などにダッシュボードの時間範囲が調整
されるたびにウィジェットを更新する [Time Range] (時間範囲) のいずれかです。

f. プレビューに問題がなければ、[Create widget] (ウィジェットの作成) を選択します。
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カスタムウィジェットのサンプル
AWS は、JavaScript と Python の両方でカスタムウィジェットのサンプルを提供します。これらの
ウィジェットのサンプルは、このリスト内の各ウィジェットのリンクを使用して作成できます。ま
た、CloudWatch コンソールを使用してウィジェットを作成し、カスタマイズすることもできます。この
リストのリンクから AWS CloudFormation コンソールを開き、[AWS CloudFormation quick-create] のリン
クを使用してカスタムウィジェットを作成します。

GitHub で、カスタムウィジェットのサンプルにアクセスすることもできます。

このリストに続いて、言語ごとの Echo ウィジェットの完全な例が示されています。

JavaScript

JavaScript のカスタムウィジェットのサンプル

• Echo — 新しいウィジェットを作成することなく、カスタムウィジェットで HTML がどのように表
示されるかをテストするために使用できる基本的な Echoer です。

• Hello world — 非常にベーシックなスターターウィジェットです。
• Custom widget debugger — Lambda ランタイム環境に関する有用な情報を表示するデバッガーウィ

ジェットです。
• Query CloudWatch Logs Insights — CloudWatch Logs Insights でクエリを実行および編集します。
• Run Amazon Athena queries — Athena でクエリを実行および編集します。
• Call AWS API — 任意の読み取り専用 AWS API を呼び出し、結果を JSON 形式で表示します。
• Fast CloudWatch bitmap graph — サーバー側を使用して CloudWatch グラフをレンダリングし、高

速表示します。
• Text widget from CloudWatch dashboard — 指定した CloudWatch ダッシュボードの最初のテキス

トウィジェットを表示します。
• CloudWatch metric data as a table — CloudWatch の生のメトリクスデータをテーブルに表示しま

す。
• Amazon EC2 table — CPU 使用率が上位の EC2 インスタンスを表示します。このウィジェットに

は、デフォルトで無効になっている [再起動] ボタンも含まれます。
• AWS CodeDeploy デプロイ – CodeDeploy デプロイを表示します。
• AWS Cost Explorer レポート — 選択した時間範囲における AWS の各サービスのコストに関するレ

ポートを表示します。
• Display content of external URL — 外部からアクセス可能な URL の内容を表示します。
• Display an Amazon S3 object — アカウントの Amazon S3 バケットにあるオブジェクトを表示しま

す。
• Simple SVG pie chart — グラフィカルな SVG ベースのウィジェットの例です。

Python

Python のカスタムウィジェットのサンプル

• Echo － 新しいウィジェットを作成することなく、カスタムウィジェットで HTML がどのように表
示されるかをテストするために使用できる基本的な Echoer です。

• Hello world — 非常にベーシックなスターターウィジェットです。
• Custom widget debugger — Lambda ランタイム環境に関する有用な情報を表示するデバッガーウィ

ジェットです。
• Call AWS API — 任意の読み取り専用 AWS API を呼び出し、結果を JSON 形式で表示します。
• Fast CloudWatch bitmap graph — サーバー側を使用して CloudWatch グラフをレンダリングし、高

速表示します。
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• Send dashboard snapshot by email － 現在のダッシュボードのスナップショットを作成し、E メー
ルの受信者に送信します。

• Send dashboard snapshot to Amazon S3 — 現在のダッシュボードのスナップショットを作成
し、Amazon S3 に保存します。

• Text widget from CloudWatch dashboard — 指定した CloudWatch ダッシュボードの最初のテキス
トウィジェットを表示します。

• Display content of external URL — 外部からアクセス可能な URL の内容を表示します。
• RSS reader — RSS フィードを表示します。
• Display an Amazon S3 object — アカウントの Amazon S3 バケットにあるオブジェクトを表示しま

す。
• Simple SVG pie chart — グラフィカルな SVG ベースのウィジェットの例です。

JavaScript での Echo ウィジェット

以下は、JavaScript での Echo ウィジェットのサンプルです。

const DOCS = `
## Echo
A basic echo script. Anything passed in the \`\`\`echo\`\`\` parameter is returned as the 
 content of the custom widget.
### Widget parameters
Param | Description
---|---
**echo** | The content to echo back 
  
### Example parameters
\`\`\` yaml
echo: <h1>Hello world</h1>
\`\`\`
`; 
  
exports.handler = async (event) => { 
    if (event.describe) { 
        return DOCS;    
    } 
     
    let widgetContext = JSON.stringify(event.widgetContext, null, 4); 
    widgetContext = widgetContext.replace(/</g, '&lt;'); 
    widgetContext = widgetContext.replace(/>/g, '&gt;'); 
     
    return `${event.echo || ''}<pre>${widgetContext}</pre>`;
};

Python での Echo ウィジェット

以下は、Python での Echo ウィジェットのサンプルです。

import json 
      
DOCS = """
## Echo
A basic echo script. Anything passed in the ```echo``` parameter is returned as the content 
 of the custom widget.
### Widget parameters
Param | Description
---|---
**echo** | The content to echo back 
      
### Example parameters
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``` yaml
echo: <h1>Hello world</h1>
```""" 
  
def lambda_handler(event, context): 
    if 'describe' in event: 
        return DOCS 
         
    echo = event.get('echo', '') 
    widgetContext = event.get('widgetContext') 
    widgetContext = json.dumps(widgetContext, indent=4) 
    widgetContext = widgetContext.replace('<', '&lt;') 
    widgetContext = widgetContext.replace('>', '&gt;') 
         
    return f'{echo}<pre>{widgetContext}</pre>'

Java での Echo ウィジェット

以下は、Java での Echo ウィジェットのサンプルです。

package example; 
  
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler; 
  
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.GsonBuilder; 
  
public class Handler implements RequestHandler<Event, String>{ 
  
  static String DOCS = "" 
    + "## Echo\n" 
    + "A basic echo script. Anything passed in the ```echo``` parameter is returned as the 
 content of the custom widget.\n" 
    + "### Widget parameters\n" 
    + "Param | Description\n" 
    + "---|---\n" 
    + "**echo** | The content to echo back\n\n" 
    + "### Example parameters\n" 
    + "```yaml\n" 
    + "echo: <h1>Hello world</h1>\n" 
    + "```\n"; 
  
  Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create(); 
  
  @Override 
  public String handleRequest(Event event, Context context) { 
  
    if (event.describe) { 
      return DOCS; 
    } 
      
    return (event.echo != null ? event.echo : "") + "<pre>" + 
 gson.toJson(event.widgetContext) + "</pre>"; 
  }
} 
      
class Event { 
  
    public boolean describe; 
    public String echo; 
    public Object widgetContext; 
  
    public Event() {} 
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    public Event(String echo, boolean describe, Object widgetContext) { 
        this.describe = describe; 
        this.echo = echo; 
        this.widgetContext = widgetContext; 
    }
}

CloudWatch ダッシュボードからテキストウィジェッ
トを追加または削除する
テキストウィジェットにはマークダウン形式でテキストブロックが含まれます。CloudWatch ダッシュ
ボードを使用して、テキストウィジェットの追加、編集、削除を行うことができます。

テキストのウィジェットをダッシュボードに追加する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. [+] 記号を選択します。
4. [テキスト] を選択します。
5. [マークダウン] で、[マークダウン] を使用してテキストを追加してフォーマットし、[ウィジェットの

作成] を選択します。
6. テキストウィジェットを透明にするには、[透明な背景] を選択します。
7. [ダッシュボードの保存] を選択します。

ダッシュボードのテキストウィジェットを編集する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. テキストブロックの右上隅にカーソルを合わせ、[Widget actions] (ウィジェットのアクション) をク

リックします。続いて、[Edit] (編集) をクリックします。
4. 必要に応じてテキストを更新し、[ウィジェットの更新] を選択します。
5. [ダッシュボードの保存] を選択します。

テキストウィジェットをダッシュボードから削除する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. テキストブロックの右上隅にカーソルを合わせ、[Widget actions] (ウィジェットのアクション) をク

リックします。その後、[Delete] (削除) をクリックします。
4. [ダッシュボードの保存] を選択します。

CloudWatch ダッシュボードでアラームウィジェット
を追加または削除する
アラームウィジェットをダッシュボードに追加するには、以下のオプションのいずれかを選択します。
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• アラームメトリクスのグラフとアラームステータスを表示する 1 つのアラームをウィジェットに追加し
ます。

• 複数のアラームステータスをグリッドで表示するには、アラームステータスウィジェットを追加しま
す。アラーム名と現在のステータスのみが表示され、グラフは表示されません。1 つのアラームステー
タスウィジェットには、最大 100 個のアラームを含めることができます。

グラフを含む 1 つのアラームをダッシュボードに追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[アラーム] を選択し、追加するアラームを選択したら、[ダッシュボードに

追加] をクリックします。
3. ダッシュボードを選択し、ウィジェットの種類 ([ライン]、[スタックされたエリア]、[数値] のいずれ

か) を選択して、[ダッシュボードに追加] を選択します。
4. ダッシュボードのアラームを表示するには、ナビゲーションペインの [ダッシュボード] を選択し、

ダッシュボードを選択します。
5. (オプション) アラームのグラフを一時的に大きくするには、グラフを選択します。
6. (オプション) ウィジェットタイプを変更するには、グラフのタイトルの上にマウスを移動し、[Widget 

actions (ウィジェットのアクション)]、[Widget type (ウィジェットタイプ)] の順に選択します。

アラームステータスウィジェットをダッシュボードに追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. [+] 記号を選択します。
4. [Alarm status (アラームステータス)] を選択します。
5. ウィジェットに追加するアラームの横にあるチェックボックスをオンにし、[Create widget (ウィ

ジェットの作成)] を選択します。
6. [ダッシュボードに追加] を選択します。

ダッシュボードからアラームウィジェットを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. ウィジェットにカーソルを合わせて、[Widget actions (ウィジェットのアクション)] を選択し、[Delete 

(削除)] を選択します。
4. [ダッシュボードの保存] を選択します。変更を保存する前にダッシュボードから離れようとすると、

変更を保存するか破棄するよう求められます。

CloudWatch ダッシュボードでグラフをリンクおよび
リンク解除する
ダッシュボード上のグラフをリンクし、1 つのグラフを拡大または縮小した際に同時に他のグラフも縮小
または拡大されるようにできます。グラフのリンクを解除し、拡大を 1 つのグラフに行うこともできま
す。

ダッシュボードのグラフのリンクする方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま
す。

3. [アクション]、[グラフのリンク] の順に選択します。

ダッシュボードのグラフのリンクを解除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. [アクション]、[グラフのリンク] をオフにします。

CloudWatch ダッシュボードの共有
CloudWatch ダッシュボードは、AWS アカウントに直接アクセスできないユーザーと共有できます。これ
により、チーム間ではもちろん、利害関係者や組織以外の相手ともダッシュボードを共有できます。チー
ムエリアの大画面にダッシュボードを表示したり、Wiki やその他のウェブページに組み込んだりすること
もできます。

Warning

ダッシュボードを共有するすべてのユーザーに対し、アカウントの ダッシュボードを共有してい
るユーザーに付与されるアクセス許可 (p. 64) に一覧表示されているアクセス許可が付与され
ます。ダッシュボードをパブリックに共有する場合は、ダッシュボードへのリンクを持つすべて
のユーザーに対し、これらの許可を付与することになります。
cloudwatch:GetMetricData および ec2:DescribeTags アクセス許可は、特定のメトリク
スまたは EC2 インスタンスに対しスコープダウンすることはできません。つまり、ダッシュボー
ドへのアクセス権を持つユーザーは、アカウント内のすべての CloudWatch メトリクス、および
すべての EC2 インスタンスの名前とタグに対してクエリできます。

ダッシュボードを共有する場合、ダッシュボードを表示できるユーザーを 3 つの方法で指定できます。

• 1 つのダッシュボードを共有し、ダッシュボードを表示できるユーザーに与えられた E メールアドレス
を指定します。これらのユーザーはそれぞれ独自のパスワードを作成し、ダッシュボードを表示すると
きにそのパスワードを入力する必要があります。

• 1 つのダッシュボードをパブリックに共有し、リンクを持っている全員がダッシュボードを表示できる
ようにします。

• アカウントのすべての CloudWatch ダッシュボードを共有し、ダッシュボードアクセス用のサードパー
ティーのシングルサインオン (SSO) プロバイダーを指定します。この SSO プロバイダー一覧のメン
バーであるすべてのユーザーは、アカウントのすべてのダッシュボードにアクセスできます。これを有
効にするには、SSO プロバイダーを Amazon Cognito と統合します。SSO プロバイダーは、Security 
Assertion Markup Language (SAML) をサポートしている必要があります。Amazon Cognito の詳細につ
いては、「Amazon Cognito とは」を参照してください。

Important

ダッシュボード共有プロセスで作成されたリソース名と識別子は変更しないでください。これ
には、Amazon Cognito と IAM のリソースが含まれます。これらのリソースを変更すると、共有
ダッシュボードが予期せず正しく機能しなくなる可能性があります。
Note

アラーム注釈付きのメトリクスウィジェットを持つダッシュボードを共有する場合、ダッシュ
ボードを共有するユーザーにはこれらのウィジェットは表示されません。代わりに、ウィジェッ
トを利用できないことを示すテキストを含む空白のウィジェットが表示されます。ダッシュボー
ドを自分で表示すると、アラーム注釈付きのメトリクスウィジェットが表示されます。
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ダッシュボードを共有するために必要な許可
以下のいずれかの方法を使用してダッシュボードを共有したり、どのダッシュボードが共有済みであるか
を確認したりするには、ユーザーとしてサインオンするか、特定のアクセス許可のある IAM ロールが必要
です。

ダッシュボードを共有できるようにするには、ユーザーまたは IAM ロールに、以下のポリシーステートメ
ント内のアクションを含める必要があります。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:CreateRole", 
        "iam:CreatePolicy", 
        "iam:AttachRolePolicy", 
        "iam:PassRole" 
    ], 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/service-role/CWDBSharing*", 
        "arn:aws:iam::*:policy/*" 
    ]
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cognito-idp:*", 
        "cognito-identity:*", 
    ], 
    "Resource": [ 
        "*" 
    ]
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudwatch:GetDashboard", 
    ], 
    "Resource": [ 
        "*" 
        // or the ARNs of dashboards that you want to share 
    ]
}

共有されているダッシュボードを確認できるものの、ダッシュボードを共有できないようにするには、
ユーザーまたは IAM ロールに以下のポリシーステートメントを含めることができます。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cognito-idp:*", 
        "cognito-identity:*" 
    ], 
    "Resource": [ 
        "*" 
    ]
},
{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudwatch:ListDashboards", 
    ], 
    "Resource": [ 
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        "*"  
    ]
}

ダッシュボードを共有しているユーザーに付与される
アクセス許可
ダッシュボードを共有すると、対象のアカウントに CloudWatch が IAM ロールを作成します。このロール
により、ダッシュボードを共有するユーザーに次のアクセス許可が付与されます。

• cloudwatch:GetInsightRuleReport
• cloudwatch:GetMetricData
• cloudwatch:DescribeAlarms
• ec2:DescribeTags

Warning

ダッシュボードを共有するすべてのユーザーに対し、アカウントに対するこれらのアクセス許可
が付与されます。ダッシュボードをパブリックに共有する場合は、ダッシュボードへのリンクを
持つすべてのユーザーに対し、これらの許可を付与することになります。
cloudwatch:GetMetricData および ec2:DescribeTags アクセス許可は、特定のメトリク
スまたは EC2 インスタンスに対しスコープダウンすることはできません。つまり、ダッシュボー
ドへのアクセス権を持つユーザーは、アカウント内のすべての CloudWatch メトリクス、および
すべての EC2 インスタンスの名前とタグに対してクエリできます。

ダッシュボードを共有する場合、デフォルトでは、CloudWatch が作成するアクセス許可によって、ダッ
シュボードが共有されるときにダッシュボードにあるアラームおよび Contributor Insights ルールのみへの
アクセスが制限されます。新しいアラームまたは Contributor Insights ルールをダッシュボードに追加し、
ダッシュボードを共有したユーザーにも表示する場合は、これらのリソースを許可するようにポリシーを
更新する必要があります。

特定のユーザーとの 1 つのダッシュボードの共有
選択した特定の E メールアドレスとダッシュボードを共有するには、このセクションのステップを使用し
ます。

Note

デフォルトでは、ダッシュボード上の CloudWatch Logs ウィジェットは、ダッシュボードを共有
しているユーザーには表示されません。詳細については、「」を参照してください共有している
ユーザーが、ログテーブルウィジェットを表示できるようにする (p. 70)
デフォルトでは、ダッシュボード上の複合アラームウィジェットは、ダッシュボードを共有して
いるユーザーには表示されません。詳細については、「」を参照してください共有しているユー
ザーが複合アラームを表示できるよう許可する (p. 69)

特定のユーザーとダッシュボードを共有するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボードの名前を選択します。
4. [Actions (アクション)]、[Share dashboard (ダッシュボードの共有)] の順に選択します。
5. [Share your dashboard and require a username and password (ダッシュボードを共有し、ユーザー名

とパスワードを要求する)] の横にある [Start sharing (共有を開始)] を選択します。
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6. [Add email addresses (E メールアドレスの追加)] で、ダッシュボードを共有する E メールアドレスを
入力します。

7. すべての E メールアドレスを入力したら、契約書を読み、確認ボックスを選択します。次に [Preview 
policy] (ポリシーのプレビュー) を選択します。

8. 共有するリソースが必要なものであることを確認し、[Confirm and generate shareable link] (共有可能
なリンクを確認して生成する) を選択します。

9. 次のページで、[Copy link to clipboard (リンクをクリップボードにコピー)] を選択します。その後、こ
のリンクを E メールに貼り付けて、招待ユーザーに送信できます。ダッシュボードへの接続に使用す
るユーザー名と一時パスワードが記載された個別の E メールが、それらのユーザーに自動的に送信さ
れます。

1 つのダッシュボードのパブリック共有
ダッシュボードをパブリックに共有するには、このセクションのステップに従います。これは、ダッシュ
ボードをチームルームの大画面に表示したり、Wiki ページに埋め込んだりする場合に便利です。

Important

ダッシュボードをパブリックに共有すると、リンクを持つすべてのユーザーが認証なしでダッ
シュボードにアクセスできるようになります。これは、機密情報が含まれていないダッシュボー
ドに対してのみ行ってください。
Note

デフォルトでは、ダッシュボード上の CloudWatch Logs ウィジェットは、ダッシュボードを共有
しているユーザーには表示されません。詳細については、「」を参照してください共有している
ユーザーが、ログテーブルウィジェットを表示できるようにする (p. 70)
デフォルトでは、ダッシュボード上の複合アラームウィジェットは、ダッシュボードを共有して
いるユーザーには表示されません。詳細については、「」を参照してください共有しているユー
ザーが複合アラームを表示できるよう許可する (p. 69)

ダッシュボードをパブリックに共有するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボードの名前を選択します。
4. [Actions (アクション)]、[Share dashboard (ダッシュボードの共有)] の順に選択します。
5. [Share your dashboard publicly (ダッシュボードをパブリックに共有)] の横にある [Start sharing (共有

を開始)] を選択します。
6. テキストボックスに「Confirm」と入力します。
7. 契約書を読み、確認ボックスを選択します。次に [Preview policy] (ポリシーのプレビュー) を選択しま

す。
8. 共有するリソースが必要なものであることを確認し、[Confirm and generate shareable link] (共有可能

なリンクを確認して生成する) を選択します。
9. 次のページで、[Copy link to clipboard (リンクをクリップボードにコピー)] を選択します。その後、こ

のリンクを共有できます。リンクを共有するユーザーは、資格情報を入力せずにダッシュボードにア
クセスできます。

SSO を使用してアカウント内のすべての CloudWatch 
ダッシュボードを共有する
シングルサインオン (SSO) を使用してアカウント内のすべてのダッシュボードをユーザーと共有するに
は、このセクションのステップを使用します。
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Note

デフォルトでは、ダッシュボード上の CloudWatch Logs ウィジェットは、ダッシュボードを共有
しているユーザーには表示されません。詳細については、「」を参照してください共有している
ユーザーが、ログテーブルウィジェットを表示できるようにする (p. 70)
デフォルトでは、ダッシュボード上の複合アラームウィジェットは、ダッシュボードを共有して
いるユーザーには表示されません。詳細については、「」を参照してください共有しているユー
ザーが複合アラームを表示できるよう許可する (p. 69)

SSO プロバイダーのリストに含まれているユーザーと CloudWatch ダッシュボードを共有するに
は

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボードの名前を選択します。
4. [Actions (アクション)]、[Share dashboard (ダッシュボードの共有)] の順に選択します。
5. [Go to CloudWatch Settings (CloudWatch 設定に移動)] を選択します。
6. 目的の SSO プロバイダーが [Available SSO providers (使用可能な SSO プロバイダー)] に含まれてい

ない場合、[Manage SSO providers (SSO プロバイダーの管理)] を選択し、「CloudWatch ダッシュ
ボード共有用の SSO を設定する (p. 66)」の手順に従います。

次に、CloudWatch コンソールに戻り、ブラウザを更新します。有効にした SSO プロバイダーがリス
トに表示されます。

7. [Available SSO providers (使用可能な SSO プロバイダー)] リストで、目的の SSO プロバイダーを選
択します。

8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

CloudWatch ダッシュボード共有用の SSO を設定す
る
SAML をサポートするサードパーティーのシングルサインオンプロバイダーを使用してダッシュボード共
有を設定するには、次のステップを実行します。

Important

非 SAML SSO プロバイダーを使用してダッシュボードを共有しないことを強くお勧めします。こ
の方法で共有すると、誤ってサードパーティーがアカウントのダッシュボードにアクセスできる
ようになるリスクがあります。

ダッシュボード共有を有効にするために SSO プロバイダーを設定するには

1. SSO プロバイダーを Amazon Cognito と統合します。詳細については、「サードパーティーの SAML 
ID プロバイダーと Amazon Cognito ユーザープールの統合」を参照してください。

2. SSO プロバイダからメタデータ XML ファイルをダウンロードします。
3. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
4. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
5. [Dashboard sharing (ダッシュボード共有)] セクションで、[Configure (設定)] を選択します。
6. [Manage SSO providers (SSO プロバイダーの管理)] を選択します。

これにより、Amazon Cognito コンソールが米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) で開き
ます。ユーザープールが何も表示されない場合は、Amazon Cognito コンソールが別のリージョンで
開かれている可能性があります。その場合は、リージョンを米国東部 (バージニア北部) us-east-1 に
変更し、次の手順に進みます。
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7. [CloudWatchDashboardSharing] プールを選択します。
8. ナビゲーションペインで、[Identity providers (ID プロバイダー)] を選択します。
9. SAML を選択します。
10. [Provider name (プロバイダー名)] に SSO プロバイダーの名前を入力します。
11. [Select file (ファイルの選択)] を選択し、ステップ 1 でダウンロードしたメタデータ XML ファイルを

選択します。
12. [プロバイダーの作成] を選択します。

共有されているダッシュボードの数を確認する
CloudWatch コンソールを使用して、現在他のユーザーと共有されている CloudWatch ダッシュボードの
数を確認できます。

共有されているダッシュボードの数を確認するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Dashboard sharing] (ダッシュボードの共有) セクションには、共有されているダッシュボードの数が

表示されます。
4. 共有されているダッシュボードを確認するには、[Username and password] (ユーザー名とパスワー

ド) および [Public dashboards] (パブリックダッシュボード) の [number dashboards shared] (共有さ
れているダッシュボードの数) を選択します。

どのダッシュボードが共有されているかを確認する
CloudWatch コンソールを使用して、現在他のユーザーと共有されているダッシュボードを確認できま
す。

共有されているダッシュボードを確認するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボードのリストで、[共有] 列を確認します。この列にアイコンが入力されているダッシュ

ボードは、現在共有されています。
4. ダッシュボードを共有しているユーザーを確認するには、ダッシュボード名を選択し、[アクション]、

[ダッシュボードの共有] の順に選択します。

共有ダッシュボードの########ページには、ダッシュボードの共有方法が表示されます。必要に応
じて、[共有の停止] を選択して、ダッシュボードの共有を停止できます。

1 つ以上のダッシュボードの共有を停止する
単一の共有ダッシュボードの共有を停止することも、すべての共有ダッシュボードの共有を一度に停止す
ることもできます。

1 つのダッシュボードの共有を停止するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. 共有ダッシュボードの名前を選択します。
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4. [Actions (アクション)]、[Share dashboard (ダッシュボードの共有)] の順に選択します。
5. [共有の停止] を選択します。
6. 確認ボックスで、[共有の停止] を選択します。

すべての共有ダッシュボードの共有を停止するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Dashboard sharing] (ダッシュボードの共有) セクションで、[Stop sharing all dashboards] (すべての

ダッシュボードの共有を停止) を選択します。
4. 確認ボックスで、[Stop sharing all dashboards] (すべてのダッシュボードの共有の停止) を選択しま

す。

共有ダッシュボードの許可を確認し、許可の範囲を変
更する
共有ダッシュボードでのユーザーのアクセス許可を確認する場合、または共有ダッシュボードのアクセス
許可の範囲を変更する場合は、このセクションに記載されている手順を使用してください。

共有ダッシュボードの許可を確認するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. 共有ダッシュボードの名前を選択します。
4. [Actions (アクション)]、[Share dashboard (ダッシュボードの共有)] の順に選択します。
5. [Resources (リソース)] で、[IAM Role (IAM ロール)] を選択します。
6. IAM コンソールで、表示されたポリシーを選択します。
7. (オプション) 共有ダッシュボードユーザーが表示できるアラームを制限するには、[Edit policy] (ポリ

シーの編集) を選択し、cloudwatch:DescribeAlarms 許可を現在の位置から共有ダッシュボード
のユーザーに表示したいアラームのみの ARN を表示する新しい Allow ステートメントに移動しま
す。次の例を参照してください。

{ 
   "Effect": "Allow", 
    "Action": "cloudwatch:DescribeAlarms", 
    "Resource": [ 
        "AlarmARN1", 
        "AlarmARN2" 
    ]
}

これを行う場合は、現在のポリシーの次のようなセクションから必ず
cloudwatch:DescribeAlarms 許可を削除してください。

{  
   "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport", 
        "cloudwatch:GetMetricData", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms", 
        "ec2:DescribeTags" 
    ], 
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    "Resource": "*"
}

8. (オプション) 共有ダッシュボードユーザーが表示できる Contributor Insights ルールの範囲を制限す
るには、[ポリシーの編集] を選択し、 cloudwatch:GetInsightRuleReport を現在の位置から
共有ダッシュボードユーザーに表示したい Contributor Insights ルールのみの ARN を表示する新しい
Allow ステートメントに移動します。次の例を参照してください。

{ 
   "Effect": "Allow", 
    "Action": "cloudwatch:GetInsightRuleReport", 
    "Resource": [ 
        "PublicContributorInsightsRuleARN1", 
        "PublicContributorInsightsRuleARN2" 
    ]
}

これを行う場合は、現在のポリシーの次のようなセクションから必ず
cloudwatch:GetInsightRuleReport を削除してください。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetInsightRuleReport", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "ec2:DescribeTags" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }

共有しているユーザーが複合アラームを表示できるよ
う許可する
ダッシュボードを共有する場合、デフォルトでは、ダッシュボード上の複合アラームウィジェットは、
ダッシュボードを共有しているユーザーには表示されません。複合アラームウィジェットを表示するに
は、ダッシュボード共有ポリシーに DescribeAlarms: * 許可を追加する必要があります。その許可は
以下のようになります。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "cloudwatch:DescribeAlarms", 
    "Resource": "*"
}

Warning

前述のポリシーステートメントは、アカウント内のすべてのアラームへのアクセスを付与しま
す。cloudwatch:DescribeAlarms の範囲を縮小するには、Deny ステートメントを使用する
必要があります。ポリシーに Deny ステートメントを追加し、ロックダウンするアラームの ARM 
を指定できます。その拒否ステートメントは、次のようになります。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "cloudwatch:DescribeAlarms", 
    "Resource": "*"
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},
{    
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "cloudwatch:DescribeAlarms", 
    "Resource": [ 
        "SensitiveAlarm1ARN", 
        "SensitiveAlarm1ARN" 
    ]
}

共有しているユーザーが、ログテーブルウィジェット
を表示できるようにする
ダッシュボードを共有する場合、デフォルトでは、ダッシュボード上の CloudWatch Logs Insights ウィ
ジェットは、ダッシュボードを共有しているユーザーには表示されません。これは、現在存在する 
CloudWatch Logs Insights ウィジェットと、共有後にダッシュボードに追加される Insights ウィジェット
の両方に影響を与えます。

これらのユーザーが CloudWatch Logs ウィジェットを表示できるようにするには、ダッシュボードを共有
するために IAM ロールにアクセス許可を追加する必要があります。

ダッシュボードを共有するユーザーに CloudWatch Logs ウィジェットを表示できるようにするに
は

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. 共有ダッシュボードの名前を選択します。
4. [Actions (アクション)]、[Share dashboard (ダッシュボードの共有)] の順に選択します。
5. [Resources (リソース)] で、[IAM Role (IAM ロール)] を選択します。
6. IAM コンソールで、表示されたポリシーを選択します。
7. [Edit policy (ポリシーの編集)] を選択し、次のステートメントを追加します。新しいステートメント

では、共有するロググループのみの ARN を指定することをお勧めします。次の例を参照してくださ
い。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "logs:StartQuery", 
                "logs:StopQuery", 
                "logs:GetLogRecord" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "SharedLogGroup1ARN", 
                "SharedLogGroup2ARN" 
           ] 
        },

8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ダッシュボード共有のための IAM ポリシーに、リソースとして * を持つ 4 つのアクセス許可が既に含まれ
ている場合は、ポリシーを変更し、共有するロググループの ARN のみを指定することを強くお勧めしま
す。例えば、このようなアクセス許可の Resource セクションが以下だったとします。

"Resource": "*"
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次の例のように、共有するロググループの ARN だけを指定するようにポリシーを変更します。

"Resource": [ 
  "SharedLogGroup1ARN", 
  "SharedLogGroup2ARN"
]

共有しているユーザーがカスタムウィジェットを表示
できるようにする
ダッシュボードを共有する場合、デフォルトでは、ダッシュボード上のカスタムウィジェットは、ダッ
シュボードを共有しているユーザーには表示されません。これは、現存するカスタムウィジェットと、共
有後にダッシュボードに追加されるカスタムウィジェットの両方に影響を与えます。

これらのユーザーがカスタムウィジェットを表示できるようにするには、IAM ロールにアクセス許可を追
加してダッシュボードを共有する必要があります。

ダッシュボードを共有するユーザーがカスタムウィジェットを表示できるようにするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. 共有ダッシュボードの名前を選択します。
4. [Actions (アクション)]、[Share dashboard (ダッシュボードの共有)] の順に選択します。
5. [Resources (リソース)] で、[IAM Role (IAM ロール)] を選択します。
6. IAM コンソールで、表示されたポリシーを選択します。
7. [Edit policy (ポリシーの編集)] を選択し、次のステートメントを追加します。新しいステートメント

では、共有する Lambda 関数のみの ARN を指定することをお勧めします。次の例を参照してくださ
い。

{ 
  "Sid": "Invoke", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
      "lambda:InvokeFunction" 
  ], 
  "Resource": [ 
    "LambdaFunction1ARN", 
    "LambdaFunction2ARN" 
  ] 
 }

8. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ダッシュボード共有のための IAM ポリシーに、リソースとして * を持つアクセス許可が既に含まれている
場合は、ポリシーを変更し、共有する Lambda 関数の ARN のみを指定することを強くお勧めします。例
えば、このようなアクセス許可の Resource セクションが以下だったとします。

"Resource": "*"

次の例のように、共有するカスタムウィジェットの ARN のみを指定するようにポリシーを変更します。

"Resource": [ 
  "LambdaFunction1ARN", 
  "LambdaFunction2ARN"
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]

ライブデータを使用する
メトリックウィジェットにライブデータを表示するかどうかを選択できます。ライブデータとは、直近の 
1 分以内に公開された、完全には集計されていないデータです。

• ライブデータを オフにすると、集計期間が 1 分以上経過したデータポイントのみが表示されます。たと
えば、5 分の期間を使用すると、12 時 35 分のデータポイントは 12 時 35 分から 12 時 40 分まで集計さ
れ、12 時 41 分に表示されます。

• ライブデータを オンにすると、対応する集計期間にデータが公開されるとすぐに、最新のデータポイ
ントが表示されます。表示を更新するたびに、その集計期間内に新しいデータが公開されると、最新の
データポイントが変わる場合があります。[合計] や [サンプル数] などの累積統計情報を使用する場合、
ライブデータをオンにすると、グラフの最後に急減が生じることがあります。

ライブデータをダッシュボード全体で有効にするか、ダッシュボードの個別のウィジェットで有効にする
かを選択できます。

ライブデータをダッシュボード全体で使用するかどうかを選択するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. ライブデータをダッシュボードのすべてのウィジェットで永久的にオンまたはオフにするには、次の

操作を行います。

a. [アクション]、[設定]、[Bulk update live data] の順に選択します。
b. [Live Data on] (ライブデータをオンにする) または [Live Data off] (ライブデータをオフにする) の

いずれかを選択し、[Set] (設定) を選択します。
4. 各ウィジェットのライブデータ設定を一時的に上書きするには、[アクション] を選択します。次に、

[ライブデータ] の横の [オーバーライド] で、次のいずれかの操作を行います。

• すべてのウィジェットでライブデータを一時的にオンにするには、[On] を選択します。
• すべてのウィジェットでライブデータを一時的にオフにするには、[Off] を選択します。
• 各ウィジェットのライブデータ設定を保持するには、[Do not override] を選択します。

個別のウィジェットでライブデータを使用するかどうかを選択するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. ウィジェットを選択し、[アクション]、[編集] の順に選択します。
4. [グラフのオプション] タブを選択します。
5. [Live Data] の下のチェックボックスをオンまたはオフにします。

アニメーション化されたダッシュボードの表示
時間の経過とともにキャプチャされた CloudWatch メトリクスデータを再生する、アニメーション化され
たダッシュボードを表示できます。これにより、傾向の把握、プレゼンテーションの作成、問題の発生後
の分析に役立ちます。
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ダッシュボードのアニメーション化されたウィジェットには、ラインウィジェット、積み上げ面ウィ
ジェット、数値ウィジェット、メトリクスエクスプローラーウィジェットが含まれます。円グラフ、棒グ
ラフ、テキストウィジェット、ログウィジェットはダッシュボードに表示されますが、アニメーション化
されません。

アニメーション化されたダッシュボードを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボード名を選択します。
4. [アクション]、[ダッシュボードの再生] の順に選択します
5. (オプション) 既定では、アニメーションを開始すると、アニメーションはスライディングウィンドウ

として表示されます。アニメーションをポイントごとのアニメーションとして表示する場合は、アニ
メーションを一時停止している間に虫眼鏡アイコンを選択し、ズームをリセットします。

6. アニメーションを開始するには、[再生] ボタンを選択します。[戻る] ボタンと [進む] ボタンを選択し
て、他の時点に移動することもできます。

7. (オプション) アニメーションのタイムウィンドウを変更するには、カレンダーを選択し、期間を選択
します。

8. アニメーションの速度を変更するには、[自動速度] を選択し、新しい速度を選択します。
9. 終了したら、[アニメーションの終了] を選択します。

CloudWatch ダッシュボードをお気に入りリストに
追加する

CloudWatch コンソールでは、ダッシュボード、アラーム、ロググループをお気に入りリストに追加でき
ます。ナビゲーションペインからお気に入りリストにアクセスできます。次の手順では、ダッシュボード
をお気に入りリストに追加する方法について説明します。

ダッシュボードをお気に入りリストに追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. ダッシュボードのリストで、お気に入りに追加するダッシュボード名の横にある星記号を選択しま

す。

• (オプション) リストからダッシュボードを選択し、ダッシュボード名の横にある星記号を選択し
て、ダッシュボードをお気に入りに追加することもできます。

4. お気に入りリストにアクセスするには、ナビゲーションペインで [Favorites and recents] (お気に入り
と最近のアクセス) を選択します。メニューには 2 つの列があります。1 つの列にはお気に入りのダッ
シュボード、アラーム、ロググループが含まれ、もう 1 つの列には最近アクセスしたダッシュボー
ド、アラーム、ロググループが含まれています。

Tip

ダッシュボード、アラーム、ロググループは、CloudWatch コンソールのナビゲーションペイン
にある [Favorites and recents] (お気に入りと最近のアクセス) メニューから、お気に入りに追加で
きます。[Recently visited] (最近のアクセス) 列で、お気に入りに追加するダッシュボードにカー
ソルを合わせ、その横にある星記号をクリックします。

73

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
期間の上書き設定または更新間隔を変更する

CloudWatch ダッシュボードの期間の上書き設定ま
たは更新間隔を変更する

このダッシュボードに追加されたグラフの期間設定を保持または変更する方法を指定できます。

期間の上書きオプションを変更するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. [Actions] を選択します。
3. [Period override] で、次のいずれかを選択します。

• [Auto] を選択すると、各グラフのメトリクスの期間を、ダッシュボードの期間に自動的に合わせる
ことができます。

• [Do not override] を選択すると、各グラフの期間設定が常に保持されます。
• 他のオプションの 1 つを選択して、ダッシュボードに追加されたグラフで、常に選択された時間が

期間設定として適用されるようにします。

ダッシュボードが閉じられるか、ブラウザが更新されると、[Period override (期間の上書き)] は常に 
[自動] に戻ります。[Period override (期間の上書き)] の異なる設定は保存できません。

CloudWatch ダッシュボードのデータの更新頻度を変更したり、自動的に更新するよう設定したりできま
す。

ダッシュボードの更新間隔を変更する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. [更新オプション] メニュー (右上) で、[10 秒]、[1 分]、[2 分]、[5 分]、または [15 分] を選択します。

ダッシュボードを自動的に更新するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックしま

す。
3. [更新オプション]、[自動更新] の順に選択します。

CloudWatch ダッシュボードの時間範囲またはタイ
ムゾーン形式を変更する

ダッシュボードのデータを表示する時間範囲を分、時間、日、週単位に変更できます。タイムゾーン形式
を変更して、ダッシュボードのデータを UTC またはローカルタイムで表示することもできます。ローカル
タイムは、コンピュータのオペレーティングシステムで指定されているタイムゾーンです。

Note

高解像度メトリクス数が 100 以上含まれているグラフでダッシュボードを作成する場合は、時
間範囲を 1 時間以内に設定することをお勧めします。詳細については、「高解像度のメトリク
ス (p. 177)」を参照してください。
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New console

ダッシュボードで時間範囲を変更する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
3. ダッシュボード画面から、次のいずれかを実行します。

• 右上隅で、事前定義済みの時間範囲の 1 つを選択します。これらの期間は、1 時間から 1 週
間です ([1h] (1 時間)、[3h] (3 時間)、[12h] (12 時間)、[1d] (1 日)、[1w] (1 週間))。

• または、次のカスタム時間範囲のオプションのいずれかを選択できます。

• [Custom] (カスタム) を選択してから、[Relative] (相対値) を選択します。1 分から 15 か月
の期間を選択します。

• [Custom] (カスタム) メニューを選択してから、[Absolute] (絶対値) タブを選択します。カ
レンダーまたはテキストフィールドを使用して、時間範囲を指定します。

Tip

グラフの時間範囲を変更する場合、集約期間が [Auto] (自動) に設定されている
と、CloudWatch により期間が変更される可能性があります。期間を手動で設定するに
は、[Actions] (アクション) ドロップダウンを選択してから、[Period override] (期間の上書き) 
を選択します。

ダッシュボードのタイムゾーン形式を変更するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
3. ダッシュボード画面の右上隅で、[Custom] (カスタム) を選択します。
4. 表示されたボックスの右上隅で、ドロップダウンから [UTC] または [Local time] (現地時間) を選

択します。
5. [Apply] (適用) を選択します。

Old console

ダッシュボードで時間範囲を変更する方法

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
3. ダッシュボード画面から、次のいずれかを実行します。

• 右上隅で、事前定義済みの時間範囲の 1 つを選択します。これらの期間は、1 時間から 1 
週間です ([1h] (1 時間)、[3h] (3 時間)、[12h] (12 時間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、[1w] (1 週
間))。

• または、次のカスタム時間範囲のオプションのいずれかを選択できます。

• [Custom] (カスタム) ドロップダウンを選択してから、[Relative] (相対値) タブを選択しま
す。1 分～15 か月の定義済み範囲から 1 つを選択します。

• [Custom] (カスタム) ドロップダウンを選択してから、[Absolute] (絶対値) タブを選択しま
す。カレンダーまたはテキストフィールドを使用して、時間範囲を指定します。
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Tip

グラフの時間範囲を変更する場合、集約期間が [Auto] (自動) に設定されている
と、CloudWatch により期間が変更される可能性があります。期間を手動で設定するに
は、[Actions] (アクション) ドロップダウンを選択してから、[Period override] (期間の上書き) 
を選択します。

ダッシュボードのタイムゾーン形式を変更するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Dashboards] (ダッシュボード) を選択し、ダッシュボードをクリックし

ます。
3. ダッシュボード画面の右上隅で、ドロップダウンから [Custom] (カスタム) を選択します。
4. 表示されたボックスの右上隅で、ドロップダウンから [UTC] または [Local timezone] (ローカルタ

イムゾーン) を選択します。
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Amazon CloudWatch メトリクスを使
用する

メトリクスとは、システムのパフォーマンスに関するデータです。デフォルトでは、多くのサービスはリ
ソース (Amazon EC2 インスタンス、Amazon EBS ボリューム、Amazon RDS DB インスタンスなど) に
対して無料のメトリクスを提供しています。また、Amazon EC2 インスタンスなど一部のリソースの詳
細モニターリングを有効にしたり、独自のアプリケーションメトリクスを発行したりできます。Amazon 
CloudWatch は、検索、グラフ表示、アラームに備えて、アカウント内のすべてのメトリクス (AWS リ
ソースメトリクスと、お使いのアプリケーションメトリクスの両方) をロードすることができます。

メトリクスデータは 15 か月間保持されるため、最新データと履歴データの両方が表示できます。

コンソールでメトリクスをグラフ表示する際には、CloudWatch Metrics Insights を使用できま
す。CloudWatch Metrics Insights は、すべてのメトリクスに関するトレンドとパターンをリアルタイムで
識別するための、高パフォーマンスの SQL クエリエンジンです。

内容
• 基本モニターリングと詳細モニターリング (p. 77)
• CloudWatch Metrics Insights を使用してメトリクスをクエリする (p. 78)
• メトリクスエクスプローラーを使用して、タグとプロパティ別にリソースをモニタリングす

る (p. 98)
• メトリクスストリームを使用する (p. 100)
• 利用可能なメトリクスを表示する (p. 119)
• メトリクスのグラフ化 (p. 123)
• CloudWatch 異常検出の使用 (p. 135)
• Metric Math を使用する (p. 138)
• グラフで検索式を使用する (p. 158)
• メトリクスの統計を取得する (p. 167)
• カスタムメトリクスをパブリッシュする (p. 177)

基本モニターリングと詳細モニターリング
CloudWatch には、基本モニターリングと詳細モニターリングの 2 つのカテゴリのモニターリングが用意
されています。

多くの AWS のサービスでは、顧客には無料で、デフォルトのメトリクスのセットを CloudWatch に公開
することで、基本的なモニターリングを提供しています。デフォルトでは、これら AWS のサービス のい
ずれかを使用し始めると、基本モニターリングが自動的に有効になります。基本モニターリングを提供す
るサービスのリストについては、「CloudWatch メトリクスを発行する AWS のサービス (p. 1012)」を参
照してください。

詳細モニターリングは、一部のサービスでのみ提供されます。料金も発生します。AWS のサービスで
使用するには、アクティブにするように選択する必要があります。料金の詳細については、「Amazon 
CloudWatch の料金」を参照してください。

詳細モニターリングオプションは、提供するサービスによって異なります。例えば、Amazon EC2 詳細
モニターリングでは、Amazon EC2 の基本モニターリングで使用される 5 分間隔ではなく、高い頻度の 1 
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使用してメトリクスをクエリする

分間隔で公開されるメトリクスが用意されています。Amazon S3 および Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka の詳細モニターリングは、よりきめ細かなメトリクスになっています。

異なる AWS のサービスでは、詳細モニターリングの名前も異なります。例えば、Amazon EC2 では、詳
細モニターリングと呼ばれ、AWS Elastic Beanstalk では、拡張モニターリングと呼ばれ、Amazon S3 で
はリクエストメトリクスと呼ばれます。

Amazon EC2 の詳細なモニターリングを使用すると、Amazon EC2 リソースをより適切に管理できるた
め、傾向を見つけてアクションを迅速に行うことができます。Amazon S3 リクエストメトリクスは、1 分
間隔で利用可能で、オペレーションの問題をすばやく特定して対応するのに役立ちます。Amazon MSK 
で、PER_BROKER、PER_TOPIC_PER_BROKER、または PER_TOPIC_PER_PARTITION レベルのモニター
リングを有効にすると、追加のメトリクスを取得して可視性が高まります。

次の表に、詳細モニターリングを提供するサービスの一覧を示します。また、詳細モニターリングを詳細
に説明し、アクティブ化する方法について説明するこれらのサービスのドキュメントへのリンクも含まれ
ています。

サービス ドキュメント

Amazon API 
Gateway

API Gateway メト
リクスのディメン
ション

Amazon 
CloudFront

CloudFront ディス
トリビューション
の追加のメトリク
スの表示

Amazon EC2 インスタンスの詳
細モニターリング
を有効または無効
にする

Elastic Beanstalk 拡張ヘルスレポー
トおよびモニター
リング

Amazon Kinesis 
Data Streams

拡張シャードレベ
ルメトリクス

Amazon MSK CloudWatch でモ
ニターリングす
るための Amazon 
MSK メトリクス

Amazon S3 CloudWatch の 
Amazon S3 リクエ
ストメトリクス

CloudWatch Metrics Insights を使用してメトリクス
をクエリする

CloudWatch Metrics Insights は、高性能な SQL クエリエンジンであり、これにより、メトリクスに対し大
量のクエリを実行できます。CloudWatch メトリクスの全体について、トレンドとパターンをリアルタイ
ムで識別できます。
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また、単一の時系列を返すどの Metrics Insights クエリにでも、アラームを設定できます。これは、インフ
ラストラクチャやアプリケーションのフリートで集約されたメトリクスを監視するアラームを作成する場
合に特に役立ちます。アラームを一度作成すると、リソースがフリートに追加されたり、フリートから削
除されたりするたびに動的に調整されます。

Metrics Insights によるクエリの実行には、CloudWatch コンソールを使用するか、AWS CLI または AWS 
SDK から GetMetricData や PutDashboard を使用します。コンソールで実行されるクエリは無料で
す。CloudWatch の料金の詳細については、Amazon CloudWatch の料金をご覧ください。

CloudWatch コンソールであれば、使用するクエリをさまざまな事前構築済みサンプルクエリから選択で
きます。また、独自のクエリを作成することも可能です。クエリの作成には、ビルダービューとエディ
タービューの 2 つが使用できます。前者では、既存のメトリクスとディメンションに関する、対話的な
表示と閲覧を通じてクエリを簡単に構築できます。また後者では、ゼロからのクエリの記述、ビルダー
ビューでビルドしたクエリの編集、さらにカスタマイズのためのサンプルクエリの編集が行えます。

Metrics Insights では大量のクエリを実行できます。GROUP BY 句を使用し、ユースケースに応じて、メ
トリクスに関するリアルタイムで柔軟なグループ化が行えます。メトリクスは、特定のディメンション値
ごとに個別の時系列での分類が可能です。Metrics Insights のクエリには ORDER BY 機能があり、これを
使用すると、アカウント内の何百万ものメトリクスをスキャンできる「Top N」タイプのクエリを作成で
きます。このクエリでは、CPU 消費量の多い上位 10 のインスタンスが返されるので、アプリケーション
のレイテンシーに関する問題の特定と解決に役立ちます。

トピック
• クエリを作成する (p. 79)
• Metrics Insights のクエリコンポーネントと構文 (p. 80)
• Metrics Insights クエリでアラームを作成する (p. 85)
• メトリクス数式のクエリで Metrics Insights を使用する (p. 88)
• SQL 推論 (p. 89)
• Metrics Insights のサンプルクエリ (p. 90)
• Metrics Insights の制限 (p. 96)
• Metrics Insights 用語集 (p. 97)
• Metrics Insights のトラブルシューティング (p. 97)

クエリを作成する
CloudWatch Metrics Insights のクエリは、CloudWatch コンソール、AWS CLI、または AWS SDK から実
行します。コンソールで実行されるクエリは無料です。CloudWatch の料金の詳細については、Amazon 
CloudWatch の料金をご覧ください。

AWS SDK による Metrics Insights クエリの実行に関する詳細は、「GetMetricData」でご確認ください。

CloudWatch コンソールを使用してクエリを実行するには、以下の手順に従います。

Metrics Insights を使用してメトリクスをクエリするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics]、[All metrics] を選択します。
3. [Queries] (クエリ) タブを開きます。
4. (オプション) 事前構築のサンプルクエリを実行するには、[Add query] (クエリを追加) をクリックし

た上で、実行するクエリを選択します。選択したクエリの機能に不足がない場合は、この手順の残り
をスキップできます。または、[Editor] (エディタ) をクリックし、サンプルクエリの編集を行った上
で、[Run] (実行) をクリックしてそのクエリを実行できます。

79

http://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/
http://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/
http://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_GetMetricData.html
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
クエリコンポーネントと構文

5. 独自のクエリを作成する際は、[Builder] (ビルダー)ビューと [Editor] (エディタ) ビューのどちらか、あ
るいはその両方を組み合わせて使用します。この 2 つのビューはいつでも切り替えが可能で、どちら
からも進行中の作業を確認できます。

[Builder] (ビルダー) ビューでは、メトリクスの名前空間、メトリクス名、フィルタ、グループ、およ
び順序付けのオプションを閲覧し選択できます。これらの各オプションについて、それぞれを環境か
ら選択するためのリストが、クエリビルダーから提供されます。

[Editor] (エディタ) では、自分のためのクエリを記述していくことができます。このエディタでは、そ
の時点までにタイプした文字に基づいた入力の候補が表示されます。

6. クエリの内容に問題がなければ、[Run] (実行) をクリックします。
7. (オプション) グラフ表示したクエリを編集するには、[Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) タ

ブを開き、[Details] (詳細) 列でクエリ式の横にある編集アイコンクリックするという方法もありま
す。

8. (オプション) グラフからクエリを削除する場合は、[Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) をク
リックし、クエリが表示されている行の右側にある [X] アイコンをクリックします。

Metrics Insights のクエリコンポーネントと構文
CloudWatch Metrics Insights の構文は以下のとおりです。

SELECT FUNCTION(metricName)
FROM namespace | SCHEMA(...)
[ WHERE labelKey OPERATOR labelValue [AND ... ] ]
[ GROUP BY labelKey [ , ... ] ]
[ ORDER BY FUNCTION() [ DESC | ASC ] ]
[ LIMIT number ]

Metrics Insights のクエリで使用可能な句は以下のとおりです。キーワードでは大文字と小文字は区別され
ませんが、メトリクスの名前、名前空間、ディメンションなど、メトリクスの識別子については大文字と
小文字が区別されます。

SELECT

必須。各タイムバケットの (指定された期間によって決定される) 観測値を集計するための関数を指定
します。同時に、クエリするメトリクスの名前も指定します。

FUNCTION での有効な値は、AVG、COUNT、MAX、MIN、および SUM です。
• AVG では、クエリで一致があった観測値の平均を計算します。
• COUNT では、クエリで一致した観測値のカウントを返します。
• MAX では、クエリで一致があった観測値の最大値を返します。
• MIN では、クエリで一致があった観測値の最小値を返します。
• SUM では、クエリで一致があった観測値を合計し、その値を返します。

FROM

必須。メトリクスのソースを指定します。クエリされるメトリクスを含むメトリクス名前空間、ある
いは、SCHEMA テーブル関数のどちらかを指定します。メトリクス名前空間の例としては、"AWS/
EC2"、"AWS/Lambda" などを初めとして、カスタムメトリクス用にユーザーが作成したメトリクス
名前空間なども含まれます。

/ を含む (または、文字、数字、アンダースコア以外の文字を含む) メトリクス名前空間は、二重引用
符で囲む必要があります。詳細については、「引用符やエスケープ文字を使用すべき場合を教えてく
ださい。 (p. 82)」を参照してください。

SCHEMA
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FROM 句内で使用できるオプションのテーブル関数。SCHEMA は、クエリ結果をリストされたディ
メンションと完全に一致したメトリクスからのもの、あるいは、ディメンションを持たないメトリク
スからのものに絞り込みます。

SCHEMA 句を使用する際は、クエリ対象のメトリクス名前空間を指定するために、(最初の引数とし
て) 少なくとも 1 つを渡す必要があります。SCHEMA において、この名前空間引数のみを指定した場
合は、クエリ結果の範囲がディメンションを持たないメトリクスのみに絞られます。

SCHEMA で、名前空間引数の後に他の引数を指定する場合、それらの追加の引数はラベルキーにする
必要があります。ラベルキーでは、ディメンション名を指定します。このラベルキーを 1 つ以上指定
することで、ディメンションセットが正確に一致するメトリクスのみに、クエリ結果の範囲が絞り込
まれます。これらのラベルキーの順序は任意です。

例:
• SELECT AVG(CPUUtilization) FROM "AWS/EC2" は、AWS/EC2 名前空間内にあるすべての
CPUUtilization メトリクスと一致し、ディメンションは関係ありません。結果には、単一の集
計時系列が返されます。

• SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA("AWS/EC2") では、AWS/EC2 名前空間内でディメ
ンションが定義されていない CPUUtilization メトリクスのみが一致します。

• SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId) では、厳密に 1 つのディメ
ンション (InstanceId) で CloudWatch に報告された CPUUtilization メトリクスのみと一致し
ます。

• SELECT SUM(RequestCount) FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, 
AvailabilityZone) では、厳密に 2 つのディメンション (LoadBalancer と AvailabilityZone) で
AWS/ApplicationELB から CloudWatch に報告された RequestCount メトリクスのみと一致し
ます。

WHERE

オプション。1 つ以上のラベルキーで特定のラベル値を使用しながら指定した式と一致するメトリ
クスのみに、結果をフィルタリングします。例えば、WHERE InstanceType = 'c3.4xlarge' は、結果
を c3.4xlarge インスタンスタイプのみにフィルタリングします。また、WHERE InstanceType != 
'c3.4xlarge'では、c3.4xlarge を除くすべてのインスタンスタイプに結果をフィルタリングします。

ラベル値は、常に一重引用符で囲む必要があります。

サポートされている演算子

WHERE 句では以下の演算子がサポートされます。
• = ラベル値は指定された文字列と一致することを表します。
• !=ラベル値は、指定した文字列と一致しないことを表します。
• AND は、指定された 2 つの条件がともに true である場合に一致することを表します。AND キー

ワードは、2 つ以上の条件を指定するために使用することもできます。
GROUP BY

オプション。クエリ結果を複数の時系列にグループ化します。各時系列は、指定したラベルキー
もしくは他のキーでの、さまざまな値に対応します。例えば GROUP BY InstanceId を使用
すると、InstanceId の各値に応じて異なる時系列が返されます。GROUP BY ServiceName, 
Operation を使用すると、ServiceName と Operation の値による可能な組み合わせごとに、それ
ぞれ時系列が作成されます。

GROUP BY 句では、デフォルトで、結果がアルファベットの昇順に並べられます。その際は、この
GROUP BY 句で指定されたラベルシーケンスが使用されます。この結果の順序を変更するには、クエ
リに ORDER BY 句を追加します。

Note

一致するメトリクスの一部に、GROUP BY 句で指定された特定のラベルキーを含まない
ものがある場合、Other という名前の NULL グループが返されます。例えば、GROUP BY 

81



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
クエリコンポーネントと構文

ServiceName, Operation を指定している場合で、返されたメトリクスの一部にディメン
ションとして ServiceName を含まないものがあると、これらのメトリクスは、Other とい
う値の ServiceName を持つものとして表示されます。

ORDER BY

オプション。クエリが複数の時系列を返す場合に、それら返される時系列で使用する順序を指定し
ます。この順序は、[ORDER BY] 句で指定した [FUNCTION] が検出した値に基づいて決定されま
す。FUNCTION は、返されたそれぞれの時系列から単一のスカラー値を算出し、この値が、順序を決
定するために使用されます。

また順序には、ASC (昇順) か DESC (降順) のどちらを使用するかも指定します。この指定を省略した
場合は、デフォルトで昇順の ASC が使用されます。

例えば ORDER BY MAX() DESC 句では、対象の時間範囲内での観測結果を、最大データポイントに
より降順で順序付けします。つまり、最大データポイントが最も多い時系列が、最初の結果として返
されます。

ORDER BY 句内で使用可能な関数は、AVG()、COUNT()、MAX()、MIN()、および SUM() です。

ORDER BY 句を LIMIT 句とともに使用した場合、返される結果は「Top N」クエリになります。個
別のクエリが返すことができる時系列は 500 個以下であるため、ORDER BY は、クエリから多数
のメトリクスを返させたい場合にも役立ちます。クエリで 500 個を超える時系列 が一致した場合に
ORDER BY 句を使用していると、時系列が並べ替えられ、その順序内で最初の 500 個までの時系列
を結果として返すことができます。

制限

オプション。クエリによって返される時系列の数を、指定した値に制限します。指定できる最大値は 
500 です。また、クエリに LIMIT を指定しない場合でも、返すことができる時系列は 500 個以下で
す。

LIMIT 句を ORDER BY 句とともに使用すると、「Top N」のクエリが返されます。

引用符やエスケープ文字を使用すべき場合を教えてください。
クエリで指定するラベル値は、常に一重引用符で囲む必要があります。例えば、SELECT 
MAX(CPUUtilization) FROM "AWS/EC2" WHERE AutoScalingGroupName = 'my-production-fleet' のように
します。

文字、数字、アンダースコア (_) 以外の文字を含むメトリクスの名前空間、メトリクス名、ラベルキー
は、二重引用符で囲む必要があります。例としては、SELECT MAX("My.Metric") のようになります。

これらのいずれかに二重引用符または一重引用符自体が含まれている (例: Bytes"Input") 場合
は、SELECT AVG("Bytes\"Input\"") のようにして、各引用符をバックスラッシュでエスケープする必要が
あります。

メトリクス名前空間、メトリクス名、またはラベルキーに、Metrics Insights での予約キーワードが含まれ
ている場合は、これらも二重引用符で囲む必要があります。例えば、LIMIT という名前のメトリクスを指
定するのであれば、SELECT AVG("LIMIT") のようになります。また、予約キーワードを含まない場合
に、名前空間、メトリクス名、またはラベルを二重引用符で囲んだとしても、エラーとはなりません。

全予約キーワードの一覧については、「予約キーワード (p. 83)」を参照してください。

リッチクエリの作成手順
このセクションでは、利用可能なすべての句を使用してクエリを作成する際の完全な例を、ステップバイ
ステップで解説します。
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最初の例は次のクエリです。このクエリは、LoadBalancer と AvailabilityZone の両方のディメン
ションで収集された、Application Load Balancer のすべての RequestCount メトリクスを集計します。

SELECT SUM(RequestCount)  
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, AvailabilityZone)

ここで、特定のロードバランサーからのメトリクスのみを表示したい場合は、WHERE 句を追加します。
これにより、返されるメトリクスを LoadBalancer ディメンションの値が app/load-balancer-1 で
あるもののみに制限できます。

SELECT SUM(RequestCount)  
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, AvailabilityZone)
WHERE LoadBalancer = 'app/load-balancer-1'

前述のクエリでは、このロードバランサーに関するすべてのアベイラビリティーゾーンからの
RequestCount メトリクスが、1 つの時系列内に集計されます。アベイラビリティーゾーンごとに異なる
時系列を表示したい場合は、GROUP BY 句を追加します。

SELECT SUM(RequestCount)  
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, AvailabilityZone)
WHERE LoadBalancer = 'app/load-balancer-1'
GROUP BY AvailabilityZone

次に、これらの結果を並べ替えて、最高値を最初に表示する場合を考えます。以下の ORDER BY 句で
は、クエリの一定時間範囲内にある各時系列によって報告された最大値について、対応する時系列が降順
で順序付けられます。

SELECT SUM(RequestCount)  
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, AvailabilityZone)
WHERE LoadBalancer = 'app/load-balancer-1'
GROUP BY AvailabilityZone
ORDER BY MAX() DESC

さらに、主として「Top N」タイプのクエリを表示したい場合には、LIMIT 句を使用します。この最後の例
では、MAX 値が最上位の 5 つに入っている時系列のみに結果を制限しています。

SELECT SUM(RequestCount)  
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, AvailabilityZone)
WHERE LoadBalancer = 'app/load-balancer-1'
GROUP BY AvailabilityZone
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 5

予約キーワード
以下が、CloudWatch Metrics Insights での予約キーワードです。これらの単語が、クエリ内の名前空間、
メトリクス名、またはラベルキーに含まれている場合、その単語は二重引用符で囲む必要があります。予
約キーワードでは大文字と小文字が区別されません。

"ABORT" "ABORTSESSION" "ABS" "ABSOLUTE" "ACCESS" "ACCESSIBLE" "ACCESS_LOCK" "ACCOUNT" 
 "ACOS" "ACOSH" "ACTION" "ADD" "ADD_MONTHS"
"ADMIN" "AFTER" "AGGREGATE" "ALIAS" "ALL" "ALLOCATE" "ALLOW" "ALTER" "ALTERAND" "AMP" 
 "ANALYSE" "ANALYZE" "AND" "ANSIDATE" "ANY" "ARE" "ARRAY",
"ARRAY_AGG" "ARRAY_EXISTS" "ARRAY_MAX_CARDINALITY" "AS" "ASC" "ASENSITIVE" "ASIN" "ASINH" 
 "ASSERTION" "ASSOCIATE" "ASUTIME" "ASYMMETRIC" "AT",
"ATAN" "ATAN2" "ATANH" "ATOMIC" "AUDIT" "AUTHORIZATION" "AUX" "AUXILIARY" "AVE" "AVERAGE" 
 "AVG" "BACKUP" "BEFORE" "BEGIN" "BEGIN_FRAME" "BEGIN_PARTITION",
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"BETWEEN" "BIGINT" "BINARY" "BIT" "BLOB" "BOOLEAN" "BOTH" "BREADTH" "BREAK" "BROWSE" "BT" 
 "BUFFERPOOL" "BULK" "BUT" "BY" "BYTE" "BYTEINT" "BYTES" "CALL",
"CALLED" "CAPTURE" "CARDINALITY" "CASCADE" "CASCADED" "CASE" "CASESPECIFIC" "CASE_N" "CAST" 
 "CATALOG" "CCSID" "CD" "CEIL" "CEILING" "CHANGE" "CHAR",
"CHAR2HEXINT" "CHARACTER" "CHARACTERS" "CHARACTER_LENGTH" "CHARS" "CHAR_LENGTH" "CHECK" 
 "CHECKPOINT" "CLASS" "CLASSIFIER" "CLOB" "CLONE" "CLOSE" "CLUSTER",
"CLUSTERED" "CM" "COALESCE" "COLLATE" "COLLATION" "COLLECT" "COLLECTION" "COLLID" "COLUMN" 
 "COLUMN_VALUE" "COMMENT" "COMMIT" "COMPLETION" "COMPRESS" "COMPUTE",
"CONCAT" "CONCURRENTLY" "CONDITION" "CONNECT" "CONNECTION" "CONSTRAINT" "CONSTRAINTS" 
 "CONSTRUCTOR" "CONTAINS" "CONTAINSTABLE" "CONTENT" "CONTINUE" "CONVERT",
"CONVERT_TABLE_HEADER" "COPY" "CORR" "CORRESPONDING" "COS" "COSH" "COUNT" "COVAR_POP" 
 "COVAR_SAMP" "CREATE" "CROSS" "CS" "CSUM" "CT" "CUBE" "CUME_DIST",
"CURRENT" "CURRENT_CATALOG" "CURRENT_DATE" "CURRENT_DEFAULT_TRANSFORM_GROUP" 
 "CURRENT_LC_CTYPE" "CURRENT_PATH" "CURRENT_ROLE" "CURRENT_ROW" "CURRENT_SCHEMA",
"CURRENT_SERVER" "CURRENT_TIME" "CURRENT_TIMESTAMP" "CURRENT_TIMEZONE" 
 "CURRENT_TRANSFORM_GROUP_FOR_TYPE" "CURRENT_USER" "CURRVAL" "CURSOR" "CV" "CYCLE" "DATA",
"DATABASE" "DATABASES" "DATABLOCKSIZE" "DATE" "DATEFORM" "DAY" "DAYS" "DAY_HOUR" 
 "DAY_MICROSECOND" "DAY_MINUTE" "DAY_SECOND" "DBCC" "DBINFO" "DEALLOCATE" "DEC",
"DECFLOAT" "DECIMAL" "DECLARE" "DEFAULT" "DEFERRABLE" "DEFERRED" "DEFINE" "DEGREES" "DEL" 
 "DELAYED" "DELETE" "DENSE_RANK" "DENY" "DEPTH" "DEREF" "DESC" "DESCRIBE",
"DESCRIPTOR" "DESTROY" "DESTRUCTOR" "DETERMINISTIC" "DIAGNOSTIC" "DIAGNOSTICS" "DICTIONARY" 
 "DISABLE" "DISABLED" "DISALLOW" "DISCONNECT" "DISK" "DISTINCT",
"DISTINCTROW" "DISTRIBUTED" "DIV" "DO" "DOCUMENT" "DOMAIN" "DOUBLE" "DROP" "DSSIZE" "DUAL" 
 "DUMP" "DYNAMIC" "EACH" "ECHO" "EDITPROC" "ELEMENT" "ELSE" "ELSEIF",
"EMPTY" "ENABLED" "ENCLOSED" "ENCODING" "ENCRYPTION" "END" "END-EXEC" "ENDING" "END_FRAME" 
 "END_PARTITION" "EQ" "EQUALS" "ERASE" "ERRLVL" "ERROR" "ERRORFILES",
"ERRORTABLES" "ESCAPE" "ESCAPED" "ET" "EVERY" "EXCEPT" "EXCEPTION" "EXCLUSIVE" "EXEC" 
 "EXECUTE" "EXISTS" "EXIT" "EXP" "EXPLAIN" "EXTERNAL" "EXTRACT" "FALLBACK
"FALSE" "FASTEXPORT" "FENCED" "FETCH" "FIELDPROC" "FILE" "FILLFACTOR" "FILTER" "FINAL" 
 "FIRST" "FIRST_VALUE" "FLOAT" "FLOAT4" "FLOAT8" "FLOOR"  
"FOR" "FORCE" "FOREIGN" "FORMAT" "FOUND" "FRAME_ROW" "FREE" "FREESPACE" "FREETEXT" 
 "FREETEXTTABLE" "FREEZE" "FROM" "FULL" "FULLTEXT" "FUNCTION"  
"FUSION" "GE" "GENERAL" "GENERATED" "GET" "GIVE" "GLOBAL" "GO" "GOTO" "GRANT" "GRAPHIC" 
 "GROUP" "GROUPING" "GROUPS" "GT" "HANDLER" "HASH"  
"HASHAMP" "HASHBAKAMP" "HASHBUCKET" "HASHROW" "HAVING" "HELP" "HIGH_PRIORITY" "HOLD" 
 "HOLDLOCK" "HOUR" "HOURS" "HOUR_MICROSECOND" "HOUR_MINUTE"  
"HOUR_SECOND" "IDENTIFIED" "IDENTITY" "IDENTITYCOL" "IDENTITY_INSERT" "IF" "IGNORE" "ILIKE" 
 "IMMEDIATE" "IN" "INCLUSIVE" "INCONSISTENT" "INCREMENT"  
"INDEX" "INDICATOR" "INFILE" "INHERIT" "INITIAL" "INITIALIZE" "INITIALLY" "INITIATE" 
 "INNER" "INOUT" "INPUT" "INS" "INSENSITIVE" "INSERT" "INSTEAD"  
"INT" "INT1" "INT2" "INT3" "INT4" "INT8" "INTEGER" "INTEGERDATE" "INTERSECT" "INTERSECTION" 
 "INTERVAL" "INTO" "IO_AFTER_GTIDS" "IO_BEFORE_GTIDS"  
"IS" "ISNULL" "ISOBID" "ISOLATION" "ITERATE" "JAR" "JOIN" "JOURNAL" "JSON_ARRAY" 
 "JSON_ARRAYAGG" "JSON_EXISTS" "JSON_OBJECT" "JSON_OBJECTAGG"  
"JSON_QUERY" "JSON_TABLE" "JSON_TABLE_PRIMITIVE" "JSON_VALUE" "KEEP" "KEY" "KEYS" "KILL" 
 "KURTOSIS" "LABEL" "LAG" "LANGUAGE" "LARGE" "LAST"  
"LAST_VALUE" "LATERAL" "LC_CTYPE" "LE" "LEAD" "LEADING" "LEAVE" "LEFT" "LESS" "LEVEL" 
 "LIKE" "LIKE_REGEX" "LIMIT" "LINEAR" "LINENO" "LINES"  
"LISTAGG" "LN" "LOAD" "LOADING" "LOCAL" "LOCALE" "LOCALTIME" "LOCALTIMESTAMP" "LOCATOR" 
 "LOCATORS" "LOCK" "LOCKING" "LOCKMAX" "LOCKSIZE" "LOG"  
"LOG10" "LOGGING" "LOGON" "LONG" "LONGBLOB" "LONGTEXT" "LOOP" "LOWER" "LOW_PRIORITY" "LT" 
 "MACRO" "MAINTAINED" "MAP" "MASTER_BIND"  
"MASTER_SSL_VERIFY_SERVER_CERT" "MATCH" "MATCHES" "MATCH_NUMBER" "MATCH_RECOGNIZE" 
 "MATERIALIZED" "MAVG" "MAX" "MAXEXTENTS" "MAXIMUM" "MAXVALUE"  
"MCHARACTERS" "MDIFF" "MEDIUMBLOB" "MEDIUMINT" "MEDIUMTEXT" "MEMBER" "MERGE" "METHOD" 
 "MICROSECOND" "MICROSECONDS" "MIDDLEINT" "MIN" "MINDEX"  
"MINIMUM" "MINUS" "MINUTE" "MINUTES" "MINUTE_MICROSECOND" "MINUTE_SECOND" "MLINREG" "MLOAD" 
 "MLSLABEL" "MOD" "MODE" "MODIFIES" "MODIFY"  
"MODULE" "MONITOR" "MONRESOURCE" "MONSESSION" "MONTH" "MONTHS" "MSUBSTR" "MSUM" "MULTISET" 
 "NAMED" "NAMES" "NATIONAL" "NATURAL" "NCHAR" "NCLOB"  
"NE" "NESTED_TABLE_ID" "NEW" "NEW_TABLE" "NEXT" "NEXTVAL" "NO" "NOAUDIT" "NOCHECK" 
 "NOCOMPRESS" "NONCLUSTERED" "NONE" "NORMALIZE" "NOT" "NOTNULL"  
"NOWAIT" "NO_WRITE_TO_BINLOG" "NTH_VALUE" "NTILE" "NULL" "NULLIF" "NULLIFZERO" "NULLS" 
 "NUMBER" "NUMERIC" "NUMPARTS" "OBID" "OBJECT" "OBJECTS"  
"OCCURRENCES_REGEX" "OCTET_LENGTH" "OF" "OFF" "OFFLINE" "OFFSET" "OFFSETS" "OLD" 
 "OLD_TABLE" "OMIT" "ON" "ONE" "ONLINE" "ONLY" "OPEN" "OPENDATASOURCE"  
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"OPENQUERY" "OPENROWSET" "OPENXML" "OPERATION" "OPTIMIZATION" "OPTIMIZE" "OPTIMIZER_COSTS" 
 "OPTION" "OPTIONALLY" "OR" "ORDER" "ORDINALITY" "ORGANIZATION"  
"OUT" "OUTER" "OUTFILE" "OUTPUT" "OVER" "OVERLAPS" "OVERLAY" "OVERRIDE" "PACKAGE" "PAD" 
 "PADDED" "PARAMETER" "PARAMETERS" "PART" "PARTIAL" "PARTITION"  
"PARTITIONED" "PARTITIONING" "PASSWORD" "PATH" "PATTERN" "PCTFREE" "PER" "PERCENT" 
 "PERCENTILE" "PERCENTILE_CONT" "PERCENTILE_DISC" "PERCENT_RANK" "PERIOD" "PERM"  
"PERMANENT" "PIECESIZE" "PIVOT" "PLACING" "PLAN" "PORTION" "POSITION" "POSITION_REGEX" 
 "POSTFIX" "POWER" "PRECEDES" "PRECISION" "PREFIX" "PREORDER"  
"PREPARE" "PRESERVE" "PREVVAL" "PRIMARY" "PRINT" "PRIOR" "PRIQTY" "PRIVATE" "PRIVILEGES" 
 "PROC" "PROCEDURE" "PROFILE" "PROGRAM" "PROPORTIONAL"  
"PROTECTION" "PSID" "PTF" "PUBLIC" "PURGE" "QUALIFIED" "QUALIFY" "QUANTILE" "QUERY" 
 "QUERYNO" "RADIANS" "RAISERROR" "RANDOM" "RANGE" "RANGE_N" "RANK"  
"RAW" "READ" "READS" "READTEXT" "READ_WRITE" "REAL" "RECONFIGURE" "RECURSIVE" "REF" 
 "REFERENCES" "REFERENCING" "REFRESH" "REGEXP" "REGR_AVGX" "REGR_AVGY"  
"REGR_COUNT" "REGR_INTERCEPT" "REGR_R2" "REGR_SLOPE" "REGR_SXX" "REGR_SXY" "REGR_SYY" 
 "RELATIVE" "RELEASE" "RENAME" "REPEAT" "REPLACE" "REPLICATION"  
"REPOVERRIDE" "REQUEST" "REQUIRE" "RESIGNAL" "RESOURCE" "RESTART" "RESTORE" "RESTRICT" 
 "RESULT" "RESULT_SET_LOCATOR" "RESUME" "RET" "RETRIEVE" "RETURN"  
"RETURNING" "RETURNS" "REVALIDATE" "REVERT" "REVOKE" "RIGHT" "RIGHTS" "RLIKE" "ROLE" 
 "ROLLBACK" "ROLLFORWARD" "ROLLUP" "ROUND_CEILING" "ROUND_DOWN"  
"ROUND_FLOOR" "ROUND_HALF_DOWN" "ROUND_HALF_EVEN" "ROUND_HALF_UP" "ROUND_UP" "ROUTINE" 
 "ROW" "ROWCOUNT" "ROWGUIDCOL" "ROWID" "ROWNUM" "ROWS" "ROWSET"  
"ROW_NUMBER" "RULE" "RUN" "RUNNING" "SAMPLE" "SAMPLEID" "SAVE" "SAVEPOINT" "SCHEMA" 
 "SCHEMAS" "SCOPE" "SCRATCHPAD" "SCROLL" "SEARCH" "SECOND" "SECONDS"  
"SECOND_MICROSECOND" "SECQTY" "SECTION" "SECURITY" "SECURITYAUDIT" "SEEK" "SEL" "SELECT" 
 "SEMANTICKEYPHRASETABLE" "SEMANTICSIMILARITYDETAILSTABLE"  
"SEMANTICSIMILARITYTABLE" "SENSITIVE" "SEPARATOR" "SEQUENCE" "SESSION" "SESSION_USER" "SET" 
 "SETRESRATE" "SETS" "SETSESSRATE" "SETUSER" "SHARE" "SHOW"  
"SHUTDOWN" "SIGNAL" "SIMILAR" "SIMPLE" "SIN" "SINH" "SIZE" "SKEW" "SKIP" "SMALLINT" "SOME" 
 "SOUNDEX" "SOURCE" "SPACE" "SPATIAL" "SPECIFIC" "SPECIFICTYPE"  
"SPOOL" "SQL" "SQLEXCEPTION" "SQLSTATE" "SQLTEXT" "SQLWARNING" "SQL_BIG_RESULT" 
 "SQL_CALC_FOUND_ROWS" "SQL_SMALL_RESULT" "SQRT" "SS" "SSL" "STANDARD"  
"START" "STARTING" "STARTUP" "STAT" "STATE" "STATEMENT" "STATIC" "STATISTICS" "STAY" 
 "STDDEV_POP" "STDDEV_SAMP" "STEPINFO" "STOGROUP" "STORED" "STORES"  
"STRAIGHT_JOIN" "STRING_CS" "STRUCTURE" "STYLE" "SUBMULTISET" "SUBSCRIBER" "SUBSET" 
 "SUBSTR" "SUBSTRING" "SUBSTRING_REGEX" "SUCCEEDS" "SUCCESSFUL"  
"SUM" "SUMMARY" "SUSPEND" "SYMMETRIC" "SYNONYM" "SYSDATE" "SYSTEM" "SYSTEM_TIME" 
 "SYSTEM_USER" "SYSTIMESTAMP" "TABLE" "TABLESAMPLE" "TABLESPACE" "TAN"  
"TANH" "TBL_CS" "TEMPORARY" "TERMINATE" "TERMINATED" "TEXTSIZE" "THAN" "THEN" "THRESHOLD" 
 "TIME" "TIMESTAMP" "TIMEZONE_HOUR" "TIMEZONE_MINUTE" "TINYBLOB"  
"TINYINT" "TINYTEXT" "TITLE" "TO" "TOP" "TRACE" "TRAILING" "TRAN" "TRANSACTION" "TRANSLATE" 
 "TRANSLATE_CHK" "TRANSLATE_REGEX" "TRANSLATION" "TREAT"  
"TRIGGER" "TRIM" "TRIM_ARRAY" "TRUE" "TRUNCATE" "TRY_CONVERT" "TSEQUAL" "TYPE" "UC" 
 "UESCAPE" "UID" "UNDEFINED" "UNDER" "UNDO" "UNION" "UNIQUE"  
"UNKNOWN" "UNLOCK" "UNNEST" "UNPIVOT" "UNSIGNED" "UNTIL" "UPD" "UPDATE" "UPDATETEXT" 
 "UPPER" "UPPERCASE" "USAGE" "USE" "USER" "USING" "UTC_DATE"  
"UTC_TIME" "UTC_TIMESTAMP" "VALIDATE" "VALIDPROC" "VALUE" "VALUES" "VALUE_OF" "VARBINARY" 
 "VARBYTE" "VARCHAR" "VARCHAR2" "VARCHARACTER" "VARGRAPHIC"  
"VARIABLE" "VARIADIC" "VARIANT" "VARYING" "VAR_POP" "VAR_SAMP" "VCAT" "VERBOSE" 
 "VERSIONING" "VIEW" "VIRTUAL" "VOLATILE" "VOLUMES" "WAIT" "WAITFOR"  
"WHEN" "WHENEVER" "WHERE" "WHILE" "WIDTH_BUCKET" "WINDOW" "WITH" "WITHIN" "WITHIN_GROUP" 
 "WITHOUT" "WLM" "WORK" "WRITE" "WRITETEXT" "XMLCAST" "XMLEXISTS"  
"XMLNAMESPACES" "XOR" "YEAR" "YEARS" "YEAR_MONTH" "ZEROFILL" "ZEROIFNULL" "ZONE"

Metrics Insights クエリでアラームを作成する
Metrics Insights クエリでアラームを作成できます。これにより、後で更新しなくても複数のリソースを追
跡するアラームを作成できます。クエリは、新しいリソースと変化したリソースをキャッチします。例え
ば、フリートの CPU 使用率を監視するアラームを作成し、アラームの作成後に起動した新しいインスタ
ンスをアラームに自動的に評価させることができます。

目次
• Metrics Insights アラームを作成する (p. 86)
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• 部分的なデータのケース (p. 87)

Metrics Insights アラームを作成する
コンソールを使用して Metrics Insights クエリでアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics]、[All metrics] を選択します。
3. [Queries] (クエリ) タブを開きます。
4. (オプション) 事前構築のサンプルクエリを実行するには、[Add query] (クエリを追加) をクリックした

上で、実行するクエリを選択します。または、[Editor] (エディタ) をクリックし、サンプルクエリの編
集を行った上で、[Run] (実行) をクリックしてそのクエリを実行できます。

5. 独自のクエリを作成する際は、[Builder] ビューと [Editor] ビューのどちらか、あるいはその両方を組
み合わせて使用します。この 2 つのビューはいつでも切り替えが可能で、どちらからも進行中の作業
を確認できます。

[Builder] (ビルダー) ビューでは、メトリクスの名前空間、メトリクス名、フィルタ、グループ、およ
び順序付けのオプションを閲覧し選択できます。これらの各オプションについて、それぞれを環境か
ら選択するためのリストが、クエリビルダーから提供されます。

[Editor] (エディタ) では、自分のためのクエリを記述していくことができます。このエディタでは、そ
の時点までにタイプした文字に基づいた入力の候補が表示されます。

Important

Metrics Insights クエリにアラームを設定するには、クエリが 1 つの時系列を返す必要があり
ます。GROUP BY ステートメントが含まれる場合、GROUP BY ステートメントは、式の最
終結果として 1 つの時系列のみを返す Metric Math 式の中にある必要があります。

6. クエリの内容に問題がなければ、[Run] (実行) をクリックします。
7. [アラームの作成] を選択します。
8. [Conditions (条件)] で、次のように指定します。

a. [#####が次の時] で、メトリクスがしきい値より大きい、より小さい、またはしきい値と等しい
必要があるかどうかを指定します。[than... (以下の値)] で、しきい値を指定します。

b. [Additional configuration (追加設定)] を選択します。[Datapoints to alarm (アラームを発生させる
データポイント数)] で、アラームをトリガーするために ALARM 状態を維持する必要がある評価期
間 (データポイント) の数を指定します。2 つの値が一致する場合は、該当する数の連続した期間
でしきい値を超過したときに ALARM 状態に移行するアラームを作成します。

N 個中 M 個のアラームを作成するには、2 番目の値よりも小さい数字を最初の値に指定します。
詳細については、「アラームの評価 (p. 181)」を参照してください。

c. [Missing data treatment (欠落データの処理)] 、一部のデータポイントが欠落しているときのア
ラームによる対処方法を選択します。詳細については、「CloudWatch アラームの欠落データの
処理の設定 (p. 183)」を参照してください。

9. [Next] (次へ) をクリックします。
10. [通知] で、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT_DATA 状態のときに通知する

ための SNS トピックを選択します。

同じアラーム状態または複数の異なるアラーム状態について複数の通知を送信するには、[Add 
notification (通知の追加)] を選択します。

アラームの通知を送信しない場合は、 [削除] を選択します。
11. アラームに伴って Auto Scaling、EC2、または Systems Manager アクションを実行するには、該当す

るボタンを選択し、アラーム状態と実行するアクションを選択します。アラームは、ALARM 状態に
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なったときにのみ、Systems Manager のアクションを実行できます。Systems Manager のアクショ
ンの詳細については、「アラームから OpsItems を作成するように CloudWatch を設定する」および
「Incident creation」を参照してください。

Note

SSM Incident Manager アクションを実行するアラームを作成するには、特定のアクセス許
可が必要です。詳細については、AWS Systems Manager Incident Manager のアイデンティ
ティベースのポリシーの例を参照してください。

12. 完了したら、[次へ] を選択します。
13. アラームの名前と説明を入力します。名前には ASCII 文字のみを使用します。続いて、[次へ] を選択

します。
14. [Preview and create (プレビューして作成)] で、情報と条件が正しいことを確認し、[アラームの作成] 

を選択します。

AWS CLI を使用して Metrics Insights クエリでアラームを作成するには

• put-metric-alarm コマンドを使用して、metrics パラメータに Metrics Insights クエリを指定
します。例えば、次のコマンドは、いずれかのインスタンスの CPU 使用率が 50% を超えた場合に 
ALARM 状態になるアラームを設定します。

aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name Metrics-Insights-alarm --
evaluation-periods 1 --comparison-operator GreaterThanThreshold --metrics 
 '[{"Id":"m1","Expression":"SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA(\"AWS/EC2\", 
 InstanceId)", "Period":60}]' --threshold 50

部分的なデータのケース
アラームに使用された Metrics Insights クエリが 10,000 件を超えるメトリクスに一致する場合、アラーム
はクエリで見つかった最初の 10,000 件のメトリクスに基づいて評価されます。これは、アラームが部分
的なデータに基づいて評価されていることを意味します。

次の方法を使用して、現在 Metrics Insights アラームが部分的なデータに基づいてアラームの状態を評価し
ているかどうかを確認できます。

• コンソールでアラームを選択して [Details] (詳細) ページを表示すると、そのページに「Evaluation 
warning: Not evaluating all data」(評価警告: すべてのデータを評価していません) というメッセージが表
示されます。

• describe-alarms AWS CLI コマンドまたは DescribeAlarms API を使用すると、EvaluationState
フィールドに PARTIAL_DATA という値が表示されます。

アラームは、部分的なデータの状態になったときにもイベントを Amazon EventBridge に公開す
るので、これらのイベントを監視する EventBridge ルールを作成できます。これらのイベントで
は、evaluationState フィールドの値は PARTIAL_DATA です。次に例を示します。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "12345678-3bf9-6a09-dc46-12345EXAMPLE", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm State Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-11-08T11:26:05Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:my-alarm-name" 
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    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "my-alarm-name", 
        "state": { 
            "value": "ALARM", 
            "reason": "Threshold Crossed: 3 out of the last 3 datapoints [20000.0 (08/11/22 
 11:25:00), 20000.0 (08/11/22 11:24:00), 20000.0 (08/11/22 11:23:00)] were greater than the 
 threshold (0.0) (minimum 1 datapoint for OK -> ALARM transition).", 
            "reasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2022-11-08T11:26:05.399+0000\",\"startDate\":\"2022-11-08T11:23:00.000+0000\",
\"period\":60,\"recentDatapoints\":[20000.0,20000.0,20000.0],\"threshold\":0.0,
\"evaluatedDatapoints\":[{\"timestamp\":\"2022-11-08T11:25:00.000+0000\",\"value
\":20000.0}]}", 
            "timestamp": "2022-11-08T11:26:05.401+0000", 
            "evaluationState": "PARTIAL_DATA" 
        }, 
        "previousState": { 
            "value": "INSUFFICIENT_DATA", 
            "reason": "Unchecked: Initial alarm creation", 
            "timestamp": "2022-11-08T11:25:51.227+0000" 
        }, 
        "configuration": { 
            "metrics": [ 
                { 
                    "id": "m2", 
                    "expression": "SELECT SUM(PartialDataTestMetric) FROM 
 partial_data_test", 
                    "returnData": true, 
                    "period": 60 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

アラームのクエリに、最初に 500 を超える時系列を返す GROUP BY ステートメントが含まれている場
合、アラームはクエリで検出された最初の 500 の時系列に基づいて評価されます。ただし、ORDER BY 
句を使用すると、クエリで検出されたすべての時系列がソートされます。その中から ORDER BY 句に応
じて値が大きい方から、または小さい方から 500 個がアラームの評価に使用されます。

メトリクス数式のクエリで Metrics Insights を使用す
る
Metrics Insights クエリを、Metric Math 関数への入力として使用することができます。Metric Math 関数の
詳細については、「Metric Math を使用する (p. 138)」を参照してください。

GROUP BY 句を含まない Metrics Insights クエリは単一の時系列を返します。この場合に返される結果
は、単一の時系列を入力として受け取る任意の Metric Math 関数で使用できます。

Metrics Insights クエリが GROUP BY 句を含む場合には、複数の時系列が返されます。このような結果
は、時系列の配列を入力として受け取る任意の Metric Math 関数での使用が可能です。

例えば次のクエリでは、リージョン内にある各バケットにダウンロードされた合計バイト数が、時系列の
配列として返されます。

SELECT SUM(BytesDownloaded)  
FROM SCHEMA("AWS/S3", BucketName, FilterId)  
WHERE FilterId = 'EntireBucket'
GROUP BY BucketName
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コンソール内または GetMetricData オペレーション内のグラフでは、このクエリの結果は q1 として表示
されます。このクエリは結果をバイト数で返すので、代わりに MB 単位で結果を表示したい場合は、次の 
Metric Math 関数を使用します。

q1/1024/1024

SQL 推論
CloudWatch Metrics Insights は、特定の SQL クエリの意図を推測するために、いくつかのメカニズムを使
用しています。

トピック
• 時間バケット (p. 89)
• フィールド射影 (p. 89)
• ORDER BY でのグローバルな集計 (p. 90)

時間バケット
クエリから生成された時系列データポイントは、要求された期間に基づいて時間バケットにロールアップ
されます。標準 SQL で値を集計するには、明示的な GROUP BY 句を定義して、特定の期間におけるすべ
ての観測値をまとめて収集する必要があります。通常は、時系列データをクエリする際はこのような方法
が取られます。ただし、CloudWatch Metrics Insights では、時間バケットを推測することで GROUP BY
句を明示的に記述する必要をなくしています。

例えば、1 分の期間を指定しながらクエリを実行すると、その期間中の次の (excluded) までに属するすべ
ての観測値が、タイムバケットの開始時間にロールアップされます。これにより、Metrics Insights での 
SQL ステートメントがより簡潔になり、冗長性が低くなります。

SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)

前出のクエリでは、すべての Amazon EC2 インスタンスにおける平均 CPU 使用率を表す、単一の時系列 
(タイムスタンプと値のペア) を返しています。要求された期間が 1 分であると仮定すると、ここで返され
る各データポイントは、特定の (開始時間を含み終了時間を除く) 1 分間隔の中で測定された、すべての観
測値の平均を表すことになります。特定のデータポイントに関連するタイムスタンプは、バケットの開始
時刻を示します。

フィールド射影
Metrics Insights のクエリは、常にタイムスタンプの射影を返します。SELECT句では、タイムスタンプ列
を指定して、対応する各データポイント値のタイムスタンプを取得する必要はありません。タイムスタン
プの計算方法の詳細については、「時間バケット (p. 89)」を参照してください。

GROUP BY を使用すると、各グループ名も推論され結果に反映されるので、返された時系列をグループ化
することができます。

SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)
GROUP BY InstanceId

前のクエリでは、各 Amazon EC2 インスタンスに関し時系列を返しています。各時系列は、インスタンス 
ID の値の後にラベル付けされています。
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ORDER BY でのグローバルな集計
ORDER BY を使用する場合、FUNCTION() では、順序付けすべき集計関数 (クエリされたメトリクスでの
データポイント値) を推定します。この集計オペレーションは、クエリされた時間ウィンドウ全体におい
て、個々の時系列内で一致したすべてのデータポイントに対して実行されます。

SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)
GROUP BY InstanceId
ORDER BY MAX()
LIMIT 10

前出のクエリでは、結果セットを 10 エントリに制限しながら、各 Amazon EC2 インスタンスの CPU 使
用量を返しています。この結果は、要求された時間ウィンドウ内の個々の時系列について、その最大値に
基づいて順序付けられます。ORDER BY 句は LIMIT の前に適用されます。したがって、順序付けは 10 個
を超える時系列に対して計算されることになります。

Metrics Insights のサンプルクエリ
このセクションでは、コピーして直接使用することも、クエリエディタで編集して使用することもでき
る、有用な CloudWatch Metrics Insights クエリの例を紹介します。これらの例の内のいくつかは、コン
ソールで既に利用可能な状態であり、[Metrics] (メトリクス) ビューで [Add query] (クエリを追加) をクリッ
クしてアクセスすることができます。

Application Load Balancer での例
すべてのロードバランサーでのリクエストの合計数

SELECT SUM(RequestCount)  
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer)

最もアクティブな上位 10 個のロードバランサー

SELECT MAX(ActiveConnectionCount)  
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer)  
GROUP BY LoadBalancer  
ORDER BY SUM() DESC  
LIMIT 10

AWS API の使用状況に関する例
アカウント内の呼び出し数で上位 20 の AWS API

SELECT COUNT(CallCount)  
FROM SCHEMA("AWS/Usage", Class, Resource, Service, Type)  
WHERE Type = 'API'  
GROUP BY Service, Resource  
ORDER BY COUNT() DESC  
LIMIT 20

呼び出しごとにソートされた CloudWatch API

SELECT COUNT(CallCount)  
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FROM SCHEMA("AWS/Usage", Class, Resource, Service, Type)  
WHERE Type = 'API' AND Service = 'CloudWatch'  
GROUP BY Resource  
ORDER BY COUNT() DESC

DynamoDB での例
実行された読み取り数で上位 10 のテーブル

SELECT SUM(ProvisionedWriteCapacityUnits)
FROM SCHEMA("AWS/DynamoDB", TableName)  
GROUP BY TableName
ORDER BY MAX() DESC LIMIT 10

返されたバイト数で上位 10 のテーブル

SELECT SUM(ReturnedBytes)
FROM SCHEMA("AWS/DynamoDB", TableName)  
GROUP BY TableName
ORDER BY MAX() DESC LIMIT 10

ユーザーエラー数で上位 10 のテーブル

SELECT SUM(UserErrors)
FROM SCHEMA("AWS/DynamoDB", TableName)  
GROUP BY TableName
ORDER BY MAX() DESC LIMIT 10

Amazon Elastic Block Store での例
書き込まれたバイト数で上位 10 のAmazon EBSボリューム

SELECT SUM(VolumeWriteBytes)  
FROM SCHEMA("AWS/EBS", VolumeId)  
GROUP BY VolumeId  
ORDER BY SUM() DESC  
LIMIT 10

Amazon EBS ボリュームでの平均書き込み時間

SELECT AVG(VolumeTotalWriteTime)  
FROM SCHEMA("AWS/EBS", VolumeId)

Amazon EC2 での例
最も高い順にソートされた EC2 インスタンスの CPU 使用量

SELECT AVG(CPUUtilization)  
  FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)  
  GROUP BY InstanceId  
  ORDER BY AVG() DESC

フリート全体での平均 CPU 使用量
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SELECT AVG(CPUUtilization)  
FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)

CPU の最高使用量で上位 10 のインスタンス

SELECT MAX(CPUUtilization)  
FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)  
GROUP BY InstanceId  
ORDER BY MAX() DESC  
LIMIT 10

このケースでは、CloudWatch エージェントはアプリケーションごとに CPUUtilization メトリクスを
収集しています。このクエリは、特定のアプリケーション名について、このメトリクスの平均によるフィ
ルタリングを行います。

SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/CWAgent"
WHERE ApplicationName = 'eCommerce'

Amazon Elastic Container Service での例
すべての ECS クラスタでの平均 CPU 使用量

SELECT AVG(CPUUtilization)  
FROM SCHEMA("AWS/ECS", ClusterName)

メモリ使用量で上位 10 のクラスタ

SELECT AVG(MemoryUtilization)  
FROM SCHEMA("AWS/ECS", ClusterName)  
GROUP BY ClusterName  
ORDER BY AVG() DESC
LIMIT 10

CPU 使用量で上位 10 のサービス

SELECT AVG(CPUUtilization)  
FROM SCHEMA("AWS/ECS", ClusterName, ServiceName)  
GROUP BY ClusterName, ServiceName  
ORDER BY AVG() DESC  
LIMIT 10

実行中のタスク (Container Insights) 数で上位 10 のサービス

SELECT AVG(RunningTaskCount)  
FROM SCHEMA("ECS/ContainerInsights", ClusterName, ServiceName)  
GROUP BY ClusterName, ServiceName  
ORDER BY AVG() DESC  
LIMIT 10

Amazon Elastic Kubernetes Service Container Insights での例
すべての EKS クラスタでの平均 CPU 使用量

92



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
サンプルクエリ

SELECT AVG(pod_cpu_utilization)  
FROM SCHEMA("ContainerInsights", ClusterName) 

ノードの CPU 使用量で上位 10 のクラスタ

SELECT AVG(node_cpu_utilization)  
FROM SCHEMA("ContainerInsights", ClusterName)  
GROUP BY ClusterName
ORDER BY AVG() DESC LIMIT 10

ポッドのメモリ使用量で上位 10 のクラスター

SELECT AVG(pop_memory_utilization)  
FROM SCHEMA("ContainerInsights", ClusterName)  
GROUP BY ClusterName
ORDER BY AVG() DESC LIMIT 10

CPU 使用量で上位 10 のノード

SELECT AVG(node_cpu_utilization)  
FROM SCHEMA("ContainerInsights", ClusterName, NodeName)  
GROUP BY ClusterName, NodeName  
ORDER BY AVG() DESC LIMIT 10

メモリ使用量で上位 10 のポッド

SELECT AVG(pod_memory_utilization)  
FROM SCHEMA("ContainerInsights", ClusterName, PodName)  
GROUP BY ClusterName, PodName  
ORDER BY AVG() DESC LIMIT 10

EventBridge での例
呼び出し数で上位10 のルール

SELECT SUM(Invocations)
FROM SCHEMA("AWS/Events", RuleName)  
GROUP BY RuleName
ORDER BY MAX() DESC LIMIT 10

失敗した呼び出し数で上位 10 のルール

SELECT SUM(FailedInvocations)
FROM SCHEMA("AWS/Events", RuleName)  
GROUP BY RuleName
ORDER BY MAX() DESC LIMIT 10

一致したルール数で上位 10 のルール

SELECT SUM(MatchedEvents)
FROM SCHEMA("AWS/Events", RuleName)  
GROUP BY RuleName
ORDER BY MAX() DESC LIMIT 10
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Kinesis での例
書き込まれたバイト数で上位 10 のストリーム

SELECT SUM("PutRecords.Bytes")  
FROM SCHEMA("AWS/Kinesis", StreamName)  
GROUP BY StreamName
ORDER BY SUM() DESC LIMIT 10

ストリーム内の最も早いアイテム数で上位 10 のストリーム

SELECT MAX("GetRecords.IteratorAgeMilliseconds")  
FROM SCHEMA("AWS/Kinesis", StreamName)  
GROUP BY StreamName
ORDER BY MAX() DESC LIMIT 10

Lambda での例
呼び出し数で順序付けられた Lambda 関数

SELECT SUM(Invocations)  
FROM SCHEMA("AWS/Lambda", FunctionName)  
GROUP BY FunctionName  
ORDER BY SUM() DESC

最長実行時間で上位 10 の Lambda 関数

SELECT AVG(Duration)  
FROM SCHEMA("AWS/Lambda", FunctionName)  
GROUP BY FunctionName  
ORDER BY MAX() DESC  
LIMIT 10

エラー発生数で上位 10 のLambda 関数

SELECT SUM(Errors)  
FROM SCHEMA("AWS/Lambda", FunctionName)  
GROUP BY FunctionName  
ORDER BY SUM() DESC  
LIMIT 10

CloudWatch Logs での例
受信イベント数で上位 10 のロググループ

SELECT SUM(IncomingLogEvents)
FROM SCHEMA("AWS/Logs", LogGroupName)  
GROUP BY LogGroupName
ORDER BY SUM() DESC LIMIT 10

書き込まれたバイト数で上位 10 のロググループ

SELECT SUM(IncomingBytes)
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FROM SCHEMA("AWS/Logs", LogGroupName)  
GROUP BY LogGroupName
ORDER BY SUM() DESC LIMIT 10

Amazon RDS での例
CPU の最大使用量で上位 10 の Amazon RDS インスタンス

SELECT MAX(CPUUtilization)
FROM SCHEMA("AWS/RDS", DBInstanceIdentifier)  
GROUP BY DBInstanceIdentifier
ORDER BY MAX() DESC  
LIMIT 10

書き込み量で上位 10 の Amazon RDS クラスター

SELECT SUM(WriteIOPS)
FROM SCHEMA("AWS/RDS", DBClusterIdentifier)  
GROUP BY DBClusterIdentifier
ORDER BY MAX() DESC  
LIMIT 10

Amazon Simple Storage Service での例
バケット別の平均レイテンシー

SELECT AVG(TotalRequestLatency)  
FROM SCHEMA("AWS/S3", BucketName, FilterId)  
WHERE FilterId = 'EntireBucket'  
GROUP BY BucketName  
ORDER BY AVG() DESC

ダウンロードされたバイト数で上位 10 のバケット

SELECT SUM(BytesDownloaded)  
FROM SCHEMA("AWS/S3", BucketName, FilterId)  
WHERE FilterId = 'EntireBucket'
GROUP BY BucketName  
ORDER BY SUM() DESC  
LIMIT 10

Amazon Simple Notification Service での例
SNS トピックによって発行されたメッセージの総数

SELECT SUM(NumberOfMessagesPublished)  
FROM SCHEMA("AWS/SNS", TopicName)

発行されたメッセージ数で上位 10 のトピック

SELECT SUM(NumberOfMessagesPublished)  
FROM SCHEMA("AWS/SNS", TopicName)  
GROUP BY TopicName  
ORDER BY SUM() DESC  
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LIMIT 10

メッセージ配信の失敗数で上位 10 のトピック

SELECT SUM(NumberOfNotificationsFailed)  
FROM SCHEMA("AWS/SNS", TopicName)
GROUP BY TopicName  
ORDER BY SUM() DESC  
LIMIT 10

Amazon SQS での例
表示可能なメッセージ数と経過した時間で上位 10 のキュー

SELECT AVG(ApproximateNumberOfMessagesVisible)
FROM SCHEMA("AWS/SQS", QueueName)  
GROUP BY QueueName
ORDER BY AVG() DESC  
LIMIT 10

最もアクティブな上位 10 のキュー

SELECT SUM(NumberOfMessagesSent)
FROM SCHEMA("AWS/SQS", QueueName)  
GROUP BY QueueName
ORDER BY SUM() DESC  
LIMIT 10

最も初期のメッセージからの経過時間で上位 10 のキュー

SELECT AVG(ApproximateAgeOfOldestMessage)
FROM SCHEMA("AWS/SQS", QueueName)  
GROUP BY QueueName
ORDER BY AVG() DESC  
LIMIT 10

Metrics Insights の制限
CloudWatch Metrics Insights には現在、次の制限があります。

• 現在、クエリが可能なのは直近 3 時間のデータのみです。
• 1 つのクエリで処理できるメトリクスは 10,000 個以下です。これは、SELECT、FROM、および

WHERE 句で 10,000 個を超えるメトリクスが一致した場合でも、クエリは、これらの検出したメトリク
スのうち最初の 10,000 個のみを処理することを意味します。

• 1 つのクエリで 500 を超える時系列を返すことはできません。これは、クエリが 500 個を超えるメトリ
クスを返すよう指定した場合でも、クエリ結果にすべてのメトリクスが返されるわけではないことを意
味します。ORDER BY 句を使用すると、処理されているすべてのメトリクスがソートされます。その中
から (ORDER BY 句に応じ) 最大値または最小値を持つ 500 個が返されます。

ORDER BY 句を含めない場合は、一致したメトリクスの中から、どの 500 個が選択され返されるのか
を制御することはできません。

• 1 リージョンあたり最大 75 個の Metrics Insights アラームを設定できます。
• Metrics Insights では、高解像度データ (1 分未満の精度で報告されるメトリクスデータ) はサポートされ

ていません。高解像度データをリクエストしてもリクエストは失敗しませんが、出力は 1 分単位で集計
されます。
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• 個別の GetMetricData オペレーションに含めることができるクエリは 1 つだけですが、ダッシュボード
には、それぞれにクエリを 1 つ含んだ複数のウィジェットを用意することができます。

Metrics Insights 用語集
ラベル

Metrics Insights では、ラベルはキーと値のペアであり、特定のデータセットを返すようにクエリの範
囲を指定するために使用します。また、クエリ結果を個別の時系列に分割する際の基準を定義するた
めにも使用できます。ラベルキーは SQL での列名に似ています。現在、ラベルは CloudWatch メトリ
クスのディメンションである必要があります。

監視

観測値とは、特定の時間に特定のメトリクスについて記録された値です。

Metrics Insights のトラブルシューティング
結果に、実際には使用していない「Other」というディメンショ
ンが含まれている
これは、このクエリに含まれる GROUP BY 句で指定されているラベルキーが、このクエリによって返さ
れるメトリクスの一部で使用されていないことを意味します。この場合、Other という名前の NULL グ
ループは返されません。そのラベルキーを含まないメトリクスは、おそらく、そのラベルキーの値すべて
から集約された値を返す、集計メトリクスです。

例えば、次のようなクエリがあるとします。

SELECT AVG(Faults)  
FROM MyCustomNamespace  
GROUP BY Operation, ServiceName

返されたメトリクスの一部に、ディメンションとして ServiceName が含まれない場合、これらのメトリ
クスは、ServiceName の値として Other が割り当てられて表示されます。

結果に「Other」が表示されないようにするには、FROM 句で SCHEMA を使用します。以下にその例を示
します。

SELECT AVG(Faults)  
FROM SCHEMA(MyCustomNamespace, Operation)
GROUP BY Operation, ServiceName

これにより、結果として返されるメトリクスは、Operation と ServiceName 両方のディメンションを
持つもののみに制限されます。

グラフ内の最も古いタイムスタンプは、他のメトリクスよりも低
いメトリクス値を持っています
CloudWatch Metrics Insights は現在、最新 3 時間のデータのみをサポートしています。5 分または 1 時間
など、1 分を超える周期でグラフを作成する場合、最も古いデータポイントが、想定される値とは異なる
ことがあります。これは、Metrics Insights クエリが直近の 3 時間のデータのみを返すため、3 時間より前
の最も古いデータポイントについては、直近 3 時間の範囲内で測定された観測値のみを使用して計算され
ているためです。
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メトリクスエクスプローラーを使用して、タグとプ
ロパティ別にリソースをモニタリングする

メトリクスエクスプローラーは、タグおよびリソースプロパティ別にメトリクスをフィルタリング、集
計、および視覚化できるタグベースのツールです。これにより、サービスのモニタリング性を高めること
ができます。これを使用することで、柔軟で動的なトラブルシューティングエクスペリエンスが得られる
ため、一度に複数のグラフを作成し、これらのグラフを使用してアプリケーション正常性ダッシュボード
を構築できます。

メトリクスエクスプローラーの視覚化は動的であるため、メトリクスエクスプローラーウィジェットを作
成して CloudWatch ダッシュボードに追加した後に一致するリソースを作成すると、新しいリソースがエ
クスプローラーウィジェットに自動的に表示されます。

例えば、すべての EC2 本稼働用インスタンスに production タグが付いている場合、メトリクスエク
スプローラーを使用して、これらのすべてのインスタンスからメトリクスをフィルタリングして集計し、
その正常性とパフォーマンスを把握できます。一致するタグを持つ新しいインスタンスが後で作成される
と、メトリクスエクスプローラーウィジェットに自動的に追加されます。

メトリクスエクスプローラーを使用すると、基準に一致するリソースからメトリクスを集計する方法と、1 
つのメトリクスエクスプローラーウィジェット内ですべてのメトリクスを 1 つのグラフで表示するか、異
なるグラフで表示するかを選択できます。

メトリクスエクスプローラーには、便利なビジュアライゼーショングラフをワンクリックで表示するため
に使用できるテンプレートが含まれています。また、これらのテンプレートを拡張して、完全にカスタマ
イズされたメトリクスエクスプローラーウィジェットを作成することもできます。

メトリクスエクスプローラーでは、AWS によって出力されるメトリクスと CloudWatch エージェントに
よって発行される EC2 メトリクス (メモリ、ディスク、CPU メトリクスなど) がサポートされます。メト
リクスエクスプローラーを使用して、CloudWatch エージェントによって発行されているメトリクスを確
認するには、CloudWatch エージェント設定ファイルを更新する必要がある場合があります。詳細につい
ては、「メトリクスエクスプローラーの CloudWatch エージェント設定 (p. 99)」を参照してください。

メトリクスエクスプローラーを使用してビジュアライゼーションを作成し、必要に応じてダッシュボード
に追加するには、次の手順を実行します。

メトリクスエクスプローラーでビジュアライゼーションを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Explorer] (エクスプローラー) を選択します。
3. 次のいずれかを実行します。

• テンプレートを使用するには、現在 [Empty Explorer] (空のエクスプローラー) が表示されている
ボックスでテンプレートを選択します。

テンプレートによっては、エクスプローラーにメトリクスのグラフがすぐに表示される場合があ
ります。表示されない場合は、[From] (開始) ボックスで 1 つまたは複数のタグまたはプロパティ
を選択すると、データが表示されます。表示されない場合は、ページの上部にあるオプションを
使用して、グラフでより長い時間範囲を表示するように設定します。

• カスタムビジュアライゼーションを作成するには、[Metrics] (メトリクス) で、サービスから 1 つ
のメトリクスまたは使用可能なすべてのメトリクスを選択します。

メトリクスを選択した後、必要に応じてこのステップを繰り返して、さらにメトリクスを追加で
きます。

4. 選択した各メトリクスについて、CloudWatch は、メトリクス名の直後に使用する統計を表示しま
す。これを変更するには、統計名を選択し、必要な統計を選択します。
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5. [From] (開始) で、結果をフィルタリングするためのタグまたはリソースプロパティを選択します。

これを実行した後、必要に応じてこのステップを繰り返して、さらにタグまたはリソースプロパティ
を選択できます。

2 つの EC2 インスタンスタイプなど、同じプロパティの複数の値を選択した場合、Explorer には、選
択したいずれかのプロパティに一致するすべてのリソースが表示されます。OR 演算として取り扱わ
れます。

Production タグや M5 インスタンスタイプなど、異なるプロパティまたはタグを選択した場合、こ
れらのすべての選択に一致するリソースのみが表示されます。これは、AND 演算として扱われます。

6. (オプション) [Aggregate by] (集計単位) で、メトリクスの集計に使用する統計を選択します。その
後、[for] (次のため:) の横で、リストからメトリクスの集計方法を選択します。現在表示されているす
べてのリソースを集計することも、単一のタグまたはリソースプロパティ別に集計することもできま
す。

集計方法に応じて、結果は 1 つの時系列または複数の時系列になります。
7. [Split by] (分割方法) では、複数の時系列を持つ単一のグラフを複数のグラフに分割できます。分割

は、[Split by] (分割方法) で選択するさまざまな基準によって行うことができます。
8. [Graph options] (グラフのオプション) で、期間、グラフのタイプ、凡例の配置、およびレイアウトを

変更することにより、より洗練されたグラフを表示できます。
9. このビジュアライゼーションをウィジェットとして CloudWatch ダッシュボードに追加するには、

[Add to dashboard] (ダッシュボードに追加) を選択します。

メトリクスエクスプローラーの CloudWatch エージェ
ント設定
メトリクスエクスプローラーで CloudWatch エージェントによって発行された EC2 メトリクスを検出でき
るようにするには、CloudWatch エージェント設定ファイルに次の値が含まれていることを確認します。

• metrics セクションで、aggregation_dimensions パラメータに ["InstanceId"] が含まれてい
ることを確認します。また、他のディメンションを含めることもできます。

• metrics セクションで、append_dimensions パラメータに
{"InstanceId":"${aws:InstanceId}"} 行が含まれていることを確認します。また、他の行を含
めることもできます。

• metrics セクションの metrics_collected セクション内で、メトリクスエクスプローラーで検出す
る各リソースタイプ (cpu、disk、および memory セクションなど) のセクションを確認します。これら
の各セクションに "resources": [ "*"] line. が含まれていることを確認します。

• metrics_collected セクションの cpu セクションで、"totalcpu": true 行があることを確認し
ます。

• CloudWatch エージェントによって収集されるメトリクスには、カスタム名前空間ではなく、デフォル
トの CWAgent 名前空間を使用する必要があります。

前のリストの設定により、CloudWatch エージェントは、ディスク、CPU、およびその他のリソース (メト
リクスエクスプローラーでプロットでき、それを使用するすべてのインスタンスについてのもの) の集計
メトリクスを発行します。

これらの設定は、以前に複数のディメンションで発行するように設定したメトリクスを再発行し、メトリ
クスのコストに加算します。

CloudWatch エージェント設定ファイルの編集の詳細については、「 CloudWatch エージェント設定ファ
イルを手動で作成または編集する (p. 913)」を参照してください。
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メトリクスストリームを使用する
メトリクスストリームを使用すると、ほぼリアルタイムに着信するように低レイテンシーで、選択
した送信先に CloudWatch メトリクスを継続的にストリーミングできます。サポートされる送信先に
は、Amazon Simple Storage Service などの AWS の送信先や、サードパーティーのサービスプロバイダー
の送信先が含まれます。

CloudWatch メトリクスストリームには、主に次の 2 つの使用シナリオがあります。

• データレイク  – メトリクスストリームを作成し、Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームに転
送します。このストリームは、CloudWatch メトリクスを Amazon S3 などのデータレイクに配信しま
す。これにより、モニタリングデータを常に更新したり、この CloudWatch メトリクスデータを請求
データおよびパフォーマンスデータと組み合わせて、豊富なデータセットを作成したりできます。その
後、Amazon Athena などのツールを使用して、コストの最適化、リソースのパフォーマンス、およびリ
ソースの使用率に関するインサイトを得ることができます。

• サードパーティープロバイダー – サードパーティーサービスプロバイダーを利用して 、CloudWatch ス
トリーミングデータを使用したアプリケーションのモニタリング、トラブルシューティング、分析を行
います。

すべての CloudWatch メトリクスをストリーミングすることも、フィルターを使用して特定のメトリクス
だけをストリーミングすることもできます。各メトリクスストリームには、メトリクス名前空間または特
定のメトリクスを含めるか除外するためのフィルターを、最大 1000 個含めることができます。1 つのメ
トリクスストリームには、含めるフィルターまたは除外するフィルターのみを設定できますが、両方を含
めることはできません。

メトリクスストリームが作成された後、適用されているフィルターに適合する新しいメトリクスが作成さ
れると、新しいメトリクスは自動的にストリームに含まれます。

アカウントごとまたはリージョンごとのメトリクスストリーム数に制限はなく、ストリーミングされるメ
トリクス更新の数にも制限はありません。

各ストリームは、JSON 形式でも OpenTelemetry 0.7.0 形式でも構いません。

モニタリングアカウントのメトリクストリームについては、そのモニタリングアカウントにリンク
されているソースアカウントからのメトリクスを含めるかどうかを選択できます。詳細については、
「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。

メトリクスストリームには、常に Minimum、Maximum、Sample count、および Sum の統計情報が含ま
れています。また、追加料金で、追加の統計情報を含めることもできます。詳細については、「ストリー
ミングできる統計情報 (p. 104)」を参照してください。

メトリクスストリームの料金は、メトリクス更新の件数によります。メトリクスストリームに使用される
配信ストリームについても、Kinesis Data Firehose からの料金が発生します。詳細については、Amazon 
CloudWatch 料金表をご覧ください。

トピック
• メトリクスストリームをセットアップする (p. 101)
• ストリーミングできる統計情報 (p. 104)
• メトリクスストリームの操作とメンテナンス (p. 105)
• CloudWatch メトリクスを使用してメトリクスストリームをモニタリングする (p. 106)
• CloudWatch と Kinesis Data Firehose 間の信頼 (p. 107)
• メトリクスストリームの出力形式 (p. 108)
• トラブルシューティング (p. 118)
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メトリクスストリームをセットアップする
以下のセクションの手順を使用して、CloudWatch メトリクスストリームを設定します。

メトリクスストリームが作成された後、メトリクスデータが送信先に表示されるまでにかかる時間
は、Kinesis Data Firehose 配信ストリームに設定されているバッファリング設定によって異なります。
バッファリングは、最大ペイロードサイズまたは最大待機時間のいずれか最初に到達した方という形で表
されます。これらの値が最小値 (60 秒、1 MB) に設定されている場合、選択した CloudWatch 名前空間に
アクティブなメトリクス更新がある場合、予想されるレイテンシーは 3 分以内です。

CloudWatch メトリクスストリームでは、データは 1 分ごとに送信されます。データは最終送信先に順番
通りに到着しない可能性があります。タイムスタンプからの経過時間が 2 時間を超えるメトリクスを除
き、指定した名前空間のすべての指定メトリクスがメトリクスストリームに送信されます。

ストリーミングするメトリクス名と名前空間の組み合わせごとに、そのメトリクス名と名前空間のすべて
のディメンションの組み合わせがストリーミングされます。

モニタリングアカウントのメトリクストリームについては、そのモニタリングアカウントにリンク
されているソースアカウントからのメトリクスを含めるかどうかを選択できます。詳細については、
「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。

メトリクスストリームを作成および管理するには、 CloudWatchFullAccess ポリシーと iam:PassRole ア
クセス許可を持つアカウント、または次のリストのアクセス許可を持つアカウントにログオンする必要が
あります。

• iam:PassRole
• cloudwatch:PutMetricStream
• cloudwatch:DeleteMetricStream
• cloudwatch:GetMetricStream
• cloudwatch:ListMetricStreams
• cloudwatch:StartMetricStreams
• cloudwatch:StopMetricStreams

CloudWatch でメトリクスストリームに必要な IAM ロールを設定する場合は、iam:CreateRole および
iam:PutRolePolicy アクセス許可も必要です。

Important

cloudwatch:PutMetricStream を持つユーザは、 cloudwatch:GetMetricData アクセス
許可がない場合でも、ストリーミングされる CloudWatch メトリクスデータにアクセスできま
す。

トピック
• AWS サービス (データレイクのシナリオ) にメトリクスストリームをセットアップする (p. 101)
• サードパーティソリューションにメトリクスストリームをセットアップする (p. 104)

AWS サービス (データレイクのシナリオ) にメトリクスストリー
ムをセットアップする
CloudWatch コンソール、AWS CLI、AWS CloudFormation、または AWS Cloud Development Kit (AWS 
CDK) を使用して、メトリクスストリームを設定できます。

メトリクスストリームに使用する Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、メトリクスストリームを設
定したのと同じアカウント、かつ同じリージョンに存在する必要があります。別のアカウントまたは別の
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リージョンにある最終配信先にストリーミングするように Kinesis Data Firehose 配信ストリームを設定す
れば、クロスリージョン機能を実現できます。

CloudWatch コンソール

このセクションでは、CloudWatch コンソールを使用して、別の AWS のサービスへのメトリクスストリー
ムを設定する方法について説明します。

コンソールを使用してメトリクスストリームを設定する場合、[クイック S3 セットアップ] を選択するオ
プションがあります。この方法は、最終出力が JSON である場合、すなわち Amazon Athena がクエリ
を行う場合にうまくいきます。最終形式を Parquet 形式または Optimized Row Columnar (ORC) にする
場合は、[Quick S3 Setup] (クイック S3 セットアップ) を選択せずに、独自の Kinesis Data Firehose 配信
ストリームを作成し、[Select an existing Firehose owned by your account] (アカウントで所有する既存の 
Firehose を選択) を選択する必要があります。

AWS のサービスへのメトリクスストリームを設定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、 [Metrics] (メトリクス)、[Streams] (ストリーム) の順に選択しま

す。[Create metric stream] (メトリクスストリームの作成) を選択します。
3. (オプション) CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティのモニタリングアカウントとして

セットアップされたアカウントにサインインしている場合は、リンクされたソースアカウントからの
メトリクスをこのメトリクスストリームに含めるかどうかを選択できます。ソースアカウントからの
メトリクスを含めるには、[Include source account metrics] (ソースアカウントメトリクスを含める) を
選択します。

4. メトリクスストリームに含める CloudWatch メトリクス名前空間を選択します。
• メトリクスストリームにメトリクス名前空間のすべてまたはほとんどを含めるには、[すべての名

前空間] を選択します。

次に、ストリームから一部のメトリクス名前空間を除外する場合は、[メトリクス名前空間を除外] 
を選択し、除外する名前空間を選択します。[メトリクスの名前空間を除外] で名前空間を指定す
ると、その名前空間に存在するすべてのメトリクスがストリームから除外されます。

• メトリクスストリームにメトリクス名前空間をいくつか含めるには、[名前空間の選択] を選択
し、含める名前空間を選択します。

Note

すべてのメトリクスをストリーミングするかどうかを慎重に検討してください。ストリーミ
ングするメトリクスが多いほど、メトリクスストリームの料金は高くなります。

5. (オプション) 特定のメトリクス用の追加フィルターを作成するには、[メトリクスストリームのメトリ
クスを選択] オプションを使用します。
• [すべての名前空間] をストリーミングすることを選択した場合、このセクションを使用して、ス

トリームに同じ名前空間の他のメトリクスを含めながら、ストリームから特定のメトリクスを除
外できます。このためには、以下を実行します。

a. [メトリクス名でメトリクスを除外] を選択します。
b. 除外する各メトリクスを指定するには、名前空間を選択し、次にメトリクス名を選択しま

す。

メトリクスを 1 つ選択したら、この手順を繰り返し、同じ名前空間または別の名前空間から
別のメトリクスを除外します。

• [選択された名前空間] をストリーミングすることを選択した場合、このセクションを使用して、
それらの名前空間に属するメトリクスのサブセットのみを、メトリクストリームに含めることが
できます。このためには、以下を実行します。

a. [メトリクス名でメトリクスを含める] を選択します。
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b. 含める各メトリクスを指定するには、名前空間を選択し、次にメトリクス名を選択します。

メトリクスを 1 つ選択したら、この手順を繰り返し、同じ名前空間または別の名前空間に属
する別のメトリクスを含めることができます。

メトリクスが含まれている名前空間のいずれかからメトリクスを選択しない場合、その名前
空間のメトリクスすべてがメトリクストリームに含まれます。

6. 次のいずれかを選択します。
• 高速セットアップを行う場合は、[クイック S3 セットアップ] を選択します。CloudWatch 

は、Kinesis Data Firehose 配信ストリームや必要な IAM ロールを含む、必要なすべてのリソース
を作成します。このオプションのデフォルトの形式は JSON ですが、後でこの形式を変更できま
す。

• 既に存在する Kinesis Data Firehose 配信ストリームを使用するには、[Select an existing Firehose 
owned by your account] (アカウントにある既存の Firehose を選択) を選択します。Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームは、同じアカウント内に存在する必要があります。このオプションのデ
フォルトの形式は OpenTelemetry ですが、後でこの形式を変更できます。

次に、[Kinesis Data Firehose 配信ストリームを選択] で使用する Kinesis Data Firehose 配信スト
リームを選択します。

7. (オプション) [クイック S3 セットアップ] を使用している場合は、[既存のリソースを選択] を選択し
て、既存の S3 バケットや既存の IAM ロールを使用することができるので、CloudWatch で新しいリ
ソースを作成する必要はありません。

8. (オプション) [アカウントにある既存の Firehose を選択] を使用している場合は、[既存のサービスロー
ルを選択] を選択して既存の IAM ロールを使用することができるので、 CloudWatch で新しいロール
を作成する必要はありません。

9. (オプション) シナリオのデフォルトの形式から出力形式を変更するには、[出力形式を変更] を選択し
ます。サポートされている形式は、JSON と OpenTelemetry 0.7.0 です。

10. (オプション) これらのメトリクスの一部について、最小値、最大値、サンプル数、合計以外の追加の
統計情報をストリーミングするには、[Add additional statistics] (統計情報の追加) を選択します。[Add 
recommended metrics] (推奨メトリクスを追加する) を選択してよく使用される統計情報を追加する
か、名前空間とメトリクス名を手動で選択して追加の統計情報をストリーミングするかのどちらかを
行います。次に、ストリーミングする追加の統計情報を選択します。

別の追加の統計情報のセットをストリーミングする別のメトリクスグループを選択するには、[Add 
additional statistics] (統計情報の追加) を選択します。各メトリクスには最大 20 個の追加の統計情報を
含めることができ、メトリクスストリーム内の最大 100 個のメトリクスに追加の統計情報を含めるこ
とができます。

追加の統計情報をストリーミングすると、より多くの料金が発生します。詳細については、「スト
リーミングできる統計情報 (p. 104)」を参照してください。

追加の統計情報の定義については、「CloudWatch 統計定義 (p. 167)」を参照してください。
11. (オプション) [メトリクスストリーム名] で新しいメトリクスストリームの名前をカスタマイズしま

す。
12. [メトリクスストリームの作成] を選択します。

AWS CLI または AWS API

別の AWS のサービスへの CloudWatch メトリクスストリームを作成するには、次の手順に従います。

AWS CLI または AWS API を使用してメトリクスストリームを作成するには

1. Amazon S3 にストリーミングする場合は、まずバケットを作成します。詳細については、「バケット
の作成」を参照してください。
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2. Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。詳細については、「Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームの作成」を参照してください。

3. CloudWatch が Kinesis Data Firehose 配信ストリームに書き込むことを可能にする IAM ロールを
作成します。このロールの内容の詳細については、「CloudWatch と Kinesis Data Firehose 間の信
頼 (p. 107)」を参照してください。

4. aws cloudwatch put-metric-stream CLI コマンドまたは PutMetricStream API を使用し
て、CloudWatch メトリクスストリームを作成します。

AWS CloudFormation
AWS CloudFormation を使用して、メトリクスストリームを設定できます。詳細については、
「AWS::CloudWatch::MetricStream」を参照してください。

AWS CloudFormation を使用してメトリクスストリームを作成するには

1. Amazon S3 にストリーミングする場合は、まずバケットを作成します。詳細については、「バケット
の作成」を参照してください。

2. Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。詳細については、「Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームの作成」を参照してください。

3. CloudWatch が Kinesis Data Firehose 配信ストリームに書き込むことを可能にする IAM ロールを
作成します。このロールの内容の詳細については、「CloudWatch と Kinesis Data Firehose 間の信
頼 (p. 107)」を参照してください。

4. AWS CloudFormation でストリームを作成します。詳細については、
「AWS::CloudWatch::MetricStream」を参照してください。

AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)
AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) を使用して、メトリクスストリームを設定できます。

AWS CDK を使用してメトリクスストリームを作成するには

1. Amazon S3 にストリーミングする場合は、まずバケットを作成します。詳細については、「バケット
の作成」を参照してください。

2. Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。詳細については、「Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームの作成」を参照してください。

3. CloudWatch が Kinesis Data Firehose 配信ストリームに書き込むことを可能にする IAM ロールを
作成します。このロールの内容の詳細については、「CloudWatch と Kinesis Data Firehose 間の信
頼 (p. 107)」を参照してください。

4. メトリクスストリームを作成します。メトリクスストリームのリソースは、CfnMetricStream とい
う名前の Level 1 (L1) Constructとして AWS CDK で使用できます。詳細については、「L1 Construct 
の使用」を参照してください。

サードパーティソリューションにメトリクスストリームをセット
アップする
CloudWatch メトリクスストリームを設定して、メトリクスをサードパーティソリューションにストリー
ミングするには、そのサードパーティプロバイダーが提供する指示に従います。

ストリーミングできる統計情報
メトリクスストリームには、常に次の統計情報が含まれます。Minimum、Maximum、Sample count、お
よび Sum。メトリクスストリームに次の追加の統計情報を含めることもできます。これは、メトリクスご
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との選択になります。これらの統計情報の詳細については、「CloudWatch 統計定義 (p. 167)」を参照し
てください。

• p95 や p99 などのパーセンタイル値 (JSON 形式または OpenTelemetry 形式のストリーム)
• トリミング平均 (JSON 形式のストリームのみ)
• ウィンザー化平均 (JSON 形式のストリームのみ)
• トリミング数 (JSON 形式のストリームのみ)
• トリミング合計 (JSON 形式のストリームの場合のみ)
• パーセンタイルランク (JSON 形式のストリームの場合のみ)
• 四分位間平均 (JSON 形式のストリームのみ)

追加の統計情報をストリーミングすると、追加料金が発生します。特定のメトリクスに対してこれらの追
加の統計情報を 1～5 種類ストリーミングすると、追加のメトリクス更新として課金されます。その後、
これらの統計情報のうち 5 種類まで追加するごとに、別のメトリクス更新として請求されます。

例えば、あるメトリクスについて、p95、p99、p99.9、トリミング平均、ウィンザー化平均、およびトリ
ミング合計の 6 種類の統計情報をストリーミングするとします。このメトリクスの更新ごとに 3 つのメト
リクス更新として課金されます。デフォルトの統計情報を含むメトリクス更新に対して 1 つ、最初の 5 種
類の追加の統計情報に対して 1 つ、さらに 6 番目の追加の統計情報に対して 1 つです。さらに 4 種類まで
の統計情報を追加して合計 10 種類にしても、課金は増加しませんが、11 番目の統計情報を追加すると、
課金が増加します。

追加の統計情報をストリーミングするためにメトリクス名と名前空間の組み合わせを指定すると、そのメ
トリクス名と名前空間のすべてのディメンションの組み合わせが、追加の統計情報とともにストリーミン
グされます。

CloudWatch メトリクスストリームによって、新しいメトリクス TotalMetricUpdate が公開されます。
これは、基本のメトリクス更新数と、追加の統計情報のストリーミングによって発生する追加のメトリク
ス更新数を反映しています。詳細については、「CloudWatch メトリクスを使用してメトリクスストリー
ムをモニタリングする (p. 106)」を参照してください。

詳細については、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

Note

一部のメトリクスはパーセンタイルをサポートしていません。これらのメトリクスのパーセンタ
イル統計情報はストリームから除外され、メトリクスストリームの料金は発生しません。パーセ
ンタイルをサポートしない統計情報の例としては、AWS/ECS 名前空間の一部のメトリクスがあり
ます。

設定した追加の統計情報は、ストリームのフィルターと一致する場合にのみストリーミングされます。例
えば、include フィルターに EC2 と RDS のみを含むストリームを作成し、統計情報設定のリストに EC2 と
Lambda が含まれる場合、ストリームには、追加の統計情報を含む EC2 メトリクスと、デフォルトの統計
情報のみを含む RDS メトリクスが含まれ、Lambda 統計情報はまったく含まれません。

メトリクスストリームの操作とメンテナンス
メトリクスストリームは、常に、実行中または停止の 2 つの状態のいずれかになります。

• 実行中 – メトリクスストリームは正常に実行されています。ストリーム上のフィルターの設定によって
は、送信先にストリーミングされるメトリクスデータがない可能性があります。

• 停止 – メトリクスストリームは、エラーのためではなく、誰かによって明示的に停止されています。ス
トリームを削除せずにデータのストリーミングを一時的に停止するには、ストリームを停止すると便利
です。
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メトリクスストリームを停止して再起動すると、メトリクスストリームの停止中に CloudWatch にパブ
リッシュされたメトリクスデータは、メトリクスストリームにバックフィルされません。

メトリクスストリームの出力形式を変更すると、場合によっては、少量のメトリクスデータが古い形式と
新しい形式の両方で送信先に書き込まれることがあります。このような状況を回避するには、現在の配
信ストリームと同じ構成で新しい Kinesis Data Firehose 配信ストリームを作成し、新しい Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームに変更し、出力形式を同時に変更することができます。このようにして、異なる
出力形式の Kinesis レコードは、Amazon S3 に別々のオブジェクトとして格納されます。その後、トラ
フィックを元の Kinesis Data Firehose 配信ストリームに戻し、2 番目の配信ストリームを削除できます。

メトリクスストリームを表示、編集、停止、開始するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、 [Metrics] (メトリクス)、[Streams] (ストリーム) の順に選択します。

ストリームのリストが表示され、[ステータス] 列には、各ストリームが実行中か停止しているかが表
示されます。

3. メトリクスストリームを停止または開始するには、ストリームを選択して [停止] または [開始] をク
リックします。

4. メトリクスストリームの詳細を表示するには、ストリームを選択し、[詳細を表示] をクリックしま
す。

5. ストリームの出力形式、フィルタ、送信先 Kinesis Data Firehose ストリーム、またはロールを変更す
るには、[編集] を選択して必要な変更を行います。

フィルタを変更すると、移行中にメトリクスデータにギャップが生じることがあります。

CloudWatch メトリクスを使用してメトリクススト
リームをモニタリングする
メトリクスストリームは、その健全性と AWS/CloudWatch/MetricStreams 名前空間内の操作に関
する CloudWatch メトリクスを出力します。以下のメトリクスが出力されます。これらのメトリクス
は、MetricStreamName ディメンション付きで出力され、ディメンションなしでも出力されます。ディ
メンションなしのメトリクスを使用すると、すべてのメトリクスストリームを集計したメトリクスを確
認できます。MetricStreamName ディメンション付きのメトリクスを使用すると、そのメトリクススト
リームに関するメトリクスだけを表示できます。

これらのメトリクスのすべてについて、値は [Running] (実行中) 状態のメトリクスストリームに対しての
み出力されます。

メトリクス 説明

MetricUpdate メトリクスストリーミングに送信されたメトリクス更新の数。期間中にメト
リクスの更新がストリーミングされない場合、このメトリクスに対して値 0 
が出力されます。

メトリクスストリームを停止すると、メトリクスストリームが再び開始され
るまで、このメトリクスの出力が停止します。

有効な統計: Sum

単位: なし

TotalMetricUpdate これは、次のように計算されます。MetricUpdate + ストリーミングされる追
加の統計情報に基づく数値。
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メトリクス 説明
一意の名前空間とメトリクス名の組み合わせごとに、追加の統計情報を 1～
5 種類ストリーミングすると、TotalMetricUpdate に 1 が加算され、追加
の統計情報を 6～10 種類ストリーミングすると、TotalMetricUpdate に 2 
が加算され、以下同様となります。

有効な統計: Sum

単位: なし

PublishErrorRate データを Kinesis Data Firehose 配信ストリームに入れるときに発生する、回
復不能なエラーの数。期間中にエラーが発生しなかった場合は、このメトリ
クスに対して値 0 が出力されます。

メトリクスストリームを停止すると、メトリクスストリームが再び開始され
るまで、このメトリクスの出力が停止します。

有効な統計: Average メトリクスの更新が書き込めない割合が確認できま
す。この値は 0.0 から 1.0 の間になります。

単位: なし

CloudWatch と Kinesis Data Firehose 間の信頼
Kinesis Data Firehose 配信ストリームは、Kinesis Data Firehose への書き込みアクセス許可を持つ IAM 
ロールを通じて CloudWatch を信頼する必要があります。このアクセス許可は、CloudWatch メトリ
クスストリームが使用する 1 つの Kinesis Data Firehose 配信ストリームに制限できます。IAM ロール
は、streams.metrics.cloudwatch.amazonaws.com サービスプリンシパルを信頼する必要がありま
す。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスストリームを作成する場合は、CloudWatch で、適切なア
クセス許可があるロールを作成できます。別の方法を使用してメトリクスストリームを作成する場合、ま
たは IAM ロール自体を作成する場合は、次のアクセス許可ポリシーと信頼ポリシーを含める必要がありま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "firehose:PutRecord", 
                "firehose:PutRecordBatch" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:firehose:region:account-id:deliverystream/*" 
        } 
    ]
}

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "streams.metrics.cloudwatch.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
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    } 
  ]
}

メトリクスデータは、メトリクスストリームリソースを所有するソースに代わって、CloudWatch によっ
て送信先の Kinesis Data Firehose 配信ストリームにストリーミングされます。

メトリクスストリームの出力形式
CloudWatch メトリクスストリームのデータは、JSON 形式または OpenTelemetry 形式にすることができ
ます。現在サポートされている OpenTelemetry 形式のバージョンは 0.7.0 です。

目次
• JSON 形式 (p. 108)

• JSON 出力フォーマットにはどの AWS Glue スキーマを使用すればよいですか? (p. 109)
• OpenTelemetry 0.7.0 形式 (p. 110)

• OpenTelemetry 0.7.0 形式への変換 (p. 114)
• OpenTelemetry 0.7.0 メッセージを解析する方法 (p. 116)

JSON 形式
JSON 形式を使用する CloudWatch メトリクスストリームでは、各 Kinesis Data Firehose レコードには、
改行文字 (\n) で区切られた複数の JSON オブジェクトが含まれます。各オブジェクトには、1 つのメトリ
クスの 1 つのデータポイントが含まれます。

使用される JSON 形式は、AWS Glue および Amazon Athena との完全な互換性があります。Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームと AWS Glue テーブルの形式が正しい場合は、S3 に格納する前に、その形式を 
Parquet 形式または Optimized Row Columnar (ORC) 形式に自動的に変換できます。形式の変換の詳細に
ついては、「Kinesis Data Firehose での入力レコード形式の変換」を参照してください。AWS Glue の正
しい形式の詳細については、JSON 出力フォーマットにはどの AWS Glue スキーマを使用すればよいです
か? (p. 109) を参照してください。

JSON 形式では、unit の有効な値は、MetricDatum API 構造体の unit の値と同じです。詳細について
は、「MetricDatum」を参照してください。timestamp フィールドの値は、1616004674229 のようなエ
ポックミリ秒単位の値です。

この形式の例を次に示します。この例では、JSON は読みやすいようにフォーマットされていますが、実
際にはフォーマット全体が 1 行になっています。

{ 
    "metric_stream_name": "MyMetricStream", 
    "account_id": "1234567890", 
    "region": "us-east-1", 
    "namespace": "AWS/EC2", 
    "metric_name": "DiskWriteOps", 
    "dimensions": { 
        "InstanceId": "i-123456789012" 
    }, 
    "timestamp": 1611929698000, 
    "value": { 
        "count": 3.0, 
        "sum": 20.0, 
        "max": 18.0, 
        "min": 0.0, 
        "p99": 17.56, 
        "p99.9": 17.8764, 
        "TM(25%:75%)": 16.43 
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    }, 
    "unit": "Seconds"
}

JSON 出力フォーマットにはどの AWS Glue スキーマを使用すればよいですか?

以下に、AWS Glue テーブルの StorageDescriptor の JSON 表現の例を示します。これは、後で 
Kinesis Data Firehose で使用されます。StorageDescriptor の詳細については、「StorageDescriptor」
を参照してください。

{ 
  "Columns": [ 
    { 
      "Name": "metric_stream_name", 
      "Type": "string" 
    }, 
    { 
      "Name": "account_id", 
      "Type": "string" 
    }, 
    { 
      "Name": "region", 
      "Type": "string" 
    }, 
    { 
      "Name": "namespace", 
      "Type": "string" 
    }, 
    { 
      "Name": "metric_name", 
      "Type": "string" 
    }, 
    { 
      "Name": "timestamp", 
      "Type": "timestamp" 
    }, 
    { 
      "Name": "dimensions", 
      "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
      "Name": "value", 
      "Type": 
 "struct<min:double,max:double,count:double,sum:double,p99:double,p99.9:double>" 
    }, 
    { 
      "Name": "unit", 
      "Type": "string" 
    } 
  ], 
  "Location": "s3://my-s3-bucket/", 
  "InputFormat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat", 
  "OutputFormat": "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat", 
  "SerdeInfo": { 
    "SerializationLibrary": "org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe" 
  }, 
  "Parameters": { 
    "classification": "json" 
  }
}

前の例は、JSON 形式で Amazon S3 に書き込まれたデータの場合です。次のフィールドの値を指定され
た値に置き換えて、Parquet 形式またはOptimized Row Columnar (ORC) 形式でデータを格納します。
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• Parquet:
• inputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetInputFormat
• outputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat
• SerDeInfo.serializationLib: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe
• parameters.classification: parquet

• ORC:
• inputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcInputFormat
• outputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcOutputFormat
• SerDeInfo.serializationLib: org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcSerde
• parameters.classification: orc

OpenTelemetry 0.7.0 形式
OpenTelemetry は、ツール、API、および SDK を集めたものです。これを使用して、分析用の
テレメトリデータ (メトリクス、ログ、トレース) を計測し、生成し、収集し、エクスポートで
きます。OpenTelemetry は Cloud Native Computing Foundation の一部です。詳細については、
「OpenTelemetry」を参照してください。

OpenTelemetry 0.7.0 の完全な仕様については、「v0.7.0 release」を参照してください。

Note

メトリクスストリームは一般公開されていますが、OpenTelemetry 形式 0.7.0 はまだ一般には提
供されていません。メトリクスストリームは、OpenTelemetry 形式バージョン 1.0 が使用可能に
なった場合でも、引き続き OpenTelemetry 形式 0.7.0 で提供されます。

Kinesis レコードには、1 つ以上の ExportMetricsServiceRequest OpenTelemetry データ構造を含め
ることができます。各データ構造は、レコード長をバイト単位で示す UnsignedVarInt32 のヘッダーで
始まります。各 ExportMetricsServiceRequest には、一度に複数のメトリクスのデータを含めるこ
とができます。

ExportMetricsServiceRequest OpenTelemetry データ構造のメッセージの文字列表現を次に示しま
す。OpenTelemetry では、Google Protocol Buffers バイナリプロトコルを使用してシリアル化しますが、
これは人には読み取り不可能です。

resource_metrics { 
  resource { 
    attributes { 
      key: "cloud.provider" 
      value { 
        string_value: "aws" 
      } 
    } 
    attributes { 
      key: "cloud.account.id" 
      value { 
        string_value: "2345678901" 
      } 
    } 
    attributes { 
      key: "cloud.region" 
      value { 
        string_value: "us-east-1" 
      } 
    } 
    attributes { 
      key: "aws.exporter.arn" 
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      value { 
        string_value: "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:metric-stream/
MyMetricStream" 
      } 
    } 
  } 
  instrumentation_library_metrics { 
    metrics { 
      name: "amazonaws.com/AWS/DynamoDB/ConsumedReadCapacityUnits" 
      unit: "1" 
      double_summary { 
        data_points { 
          labels { 
            key: "Namespace" 
            value: "AWS/DynamoDB" 
          } 
          labels { 
            key: "MetricName" 
            value: "ConsumedReadCapacityUnits" 
          } 
          labels { 
            key: "TableName" 
            value: "MyTable" 
          } 
          start_time_unix_nano: 1604948400000000000 
          time_unix_nano: 1604948460000000000 
          count: 1 
          sum: 1.0 
          quantile_values { 
            quantile: 0.0 
            value: 1.0 
          } 
          quantile_values { 
            quantile: 0.95 
            value: 1.0 
          }           
          quantile_values { 
            quantile: 0.99 
            value: 1.0 
          } 
          quantile_values { 
            quantile: 1.0 
            value: 1.0 
          } 
        } 
        data_points { 
          labels { 
            key: "Namespace" 
            value: "AWS/DynamoDB" 
          } 
          labels { 
            key: "MetricName" 
            value: "ConsumedReadCapacityUnits" 
          } 
          labels { 
            key: "TableName" 
            value: "MyTable" 
          } 
          start_time_unix_nano: 1604948460000000000 
          time_unix_nano: 1604948520000000000 
          count: 2 
          sum: 5.0 
          quantile_values { 
            quantile: 0.0 
            value: 2.0 
          } 

111



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
メトリクスストリームの出力形式

          quantile_values { 
            quantile: 1.0 
            value: 3.0 
          } 
        } 
      } 
    } 
  }
}

OpenTelemetry メトリクスデータをシリアル化するトップレベルオブジェクト

ExportMetricsServiceRequest は、OpenTelemetry エクスポーターペイロードをシリアル化する
トップレベルのラッパーです。これには、ResourceMetrics が 1 つ以上含まれています 。

message ExportMetricsServiceRequest { 
  // An array of ResourceMetrics. 
  // For data coming from a single resource this array will typically contain one 
  // element. Intermediary nodes (such as OpenTelemetry Collector) that receive 
  // data from multiple origins typically batch the data before forwarding further and 
  // in that case this array will contain multiple elements. 
  repeated opentelemetry.proto.metrics.v1.ResourceMetrics resource_metrics = 1;
}

ResourceMetrics は、MetricData オブジェクトを表すトップレベルオブジェクトです。

// A collection of InstrumentationLibraryMetrics from a Resource.
message ResourceMetrics { 
  // The resource for the metrics in this message. 
  // If this field is not set then no resource info is known. 
  opentelemetry.proto.resource.v1.Resource resource = 1; 
   
  // A list of metrics that originate from a resource. 
  repeated InstrumentationLibraryMetrics instrumentation_library_metrics = 2;
}

Resource オブジェクト

Resource オブジェクトは、値のペアを持つオブジェクトで、メトリクスを生成したリソースに関する情
報が含まれます。AWS で作成されたメトリクスの場合、データ構造には、EC2 インスタンスや S3 バケッ
トなど、メトリクスに関連するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。

Resource オブジェクトには、attributes という属性が含まれています。これには、キーと値のペアが
格納されています。

• cloud.account.id にはアカウント ID が含まれています
• cloud.region にはリージョンが含まれています
• aws.exporter.arn にはメトリクスストリーム ARN が含まれています
• cloud.provider は常に aws です。

// Resource information.
message Resource { 
  // Set of labels that describe the resource. 
  repeated opentelemetry.proto.common.v1.KeyValue attributes = 1; 
   
  // dropped_attributes_count is the number of dropped attributes. If the value is 0, 
  // no attributes were dropped. 
  uint32 dropped_attributes_count = 2;
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}

InstrumentationLibraryMetrics オブジェクト

instrumentation_library フィールドには入力されません。エクスポートするメトリクスフィールドのみに入
力されます。

// A collection of Metrics produced by an InstrumentationLibrary.
message InstrumentationLibraryMetrics { 
  // The instrumentation library information for the metrics in this message. 
  // If this field is not set then no library info is known. 
  opentelemetry.proto.common.v1.InstrumentationLibrary instrumentation_library = 1; 
  // A list of metrics that originate from an instrumentation library. 
  repeated Metric metrics = 2;
}

Metric オブジェクト

Metric オブジェクトには、DoubleSummaryDataPoint のリストを含む DoubleSummary データフィー
ルドが含まれています。

message Metric { 
  // name of the metric, including its DNS name prefix. It must be unique. 
  string name = 1; 

  // description of the metric, which can be used in documentation. 
  string description = 2; 

  // unit in which the metric value is reported. Follows the format 
  // described by http://unitsofmeasure.org/ucum.html. 
  string unit = 3; 

  oneof data { 
    IntGauge int_gauge = 4; 
    DoubleGauge double_gauge = 5; 
    IntSum int_sum = 6; 
    DoubleSum double_sum = 7; 
    IntHistogram int_histogram = 8; 
    DoubleHistogram double_histogram = 9; 
    DoubleSummary double_summary = 11; 
  }
}

message DoubleSummary { 
  repeated DoubleSummaryDataPoint data_points = 1;
}

MetricDescriptor オブジェクト

MetricDescriptor オブジェクトには、メタデータが含まれています。詳細については、GitHub の
「metrics.proto」を参照してください。

メトリクスストリームの場合、MetricDescriptor には次の内容があります。

• name は amazonaws.com/metric_namespace/metric_name になります。
• description は空白になります。
• unit には、メトリクスデータの単位をユニファイドコードの形式 (大文字と小文字が区別される) 

の計量単位に変換したものが入力されます。詳細については、「 OpenTelemetry 0.7.0 形式への変
換 (p. 114)」および「The Unified Code For Units of Measure」を参照してください。

• type は SUMMARY になります。
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DoubleSummaryDataPoint オブジェクト

DoubleSumMaryDataPointオブジェクトには、DoubleSumMaryメトリクスの時系列内の 1 つのデータポイ
ントの値が含まれます。

// DoubleSummaryDataPoint is a single data point in a timeseries that describes the
// time-varying values of a Summary metric.
message DoubleSummaryDataPoint { 
  // The set of labels that uniquely identify this timeseries. 
  repeated opentelemetry.proto.common.v1.StringKeyValue labels = 1; 

  // start_time_unix_nano is the last time when the aggregation value was reset 
  // to "zero". For some metric types this is ignored, see data types for more 
  // details. 
  // 
  // The aggregation value is over the time interval (start_time_unix_nano, 
  // time_unix_nano]. 
  // 
  // Value is UNIX Epoch time in nanoseconds since 00:00:00 UTC on 1 January 
  // 1970. 
  // 
  // Value of 0 indicates that the timestamp is unspecified. In that case the 
  // timestamp may be decided by the backend. 
  fixed64 start_time_unix_nano = 2; 

  // time_unix_nano is the moment when this aggregation value was reported. 
  // 
  // Value is UNIX Epoch time in nanoseconds since 00:00:00 UTC on 1 January 
  // 1970. 
  fixed64 time_unix_nano = 3; 

  // count is the number of values in the population. Must be non-negative. 
  fixed64 count = 4; 

  // sum of the values in the population. If count is zero then this field 
  // must be zero. 
  double sum = 5; 

  // Represents the value at a given quantile of a distribution. 
  // 
  // To record Min and Max values following conventions are used: 
  // - The 1.0 quantile is equivalent to the maximum value observed. 
  // - The 0.0 quantile is equivalent to the minimum value observed. 
  message ValueAtQuantile { 
    // The quantile of a distribution. Must be in the interval 
    // [0.0, 1.0]. 
    double quantile = 1; 

    // The value at the given quantile of a distribution. 
    double value = 2; 
  } 

  // (Optional) list of values at different quantiles of the distribution calculated 
  // from the current snapshot. The quantiles must be strictly increasing. 
  repeated ValueAtQuantile quantile_values = 6;
}

詳細については、「 OpenTelemetry 0.7.0 形式への変換 (p. 114)」を参照してください。

OpenTelemetry 0.7.0 形式への変換

CloudWatch では、CloudWatch データを OpenTelemetry 形式に配置するために、いくつかの変換が実行
されます。
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名前空間、メトリクス名、ディメンションの変換

これらの属性は、変換によってエンコードされたキーと値のペアになります。

• メトリクスの名前空間が含まれるペアが 1 つあります
• メトリクスの名前が含まれるペアが 1 つあります
• CloudWatch は、ディメンションごとに、metricDatum.Dimensions[i].Name, 
metricDatum.Dimensions[i].Value のペアを保存します。

Average、Sum、SampleCount、Min、および Max の変換

Summary データポイントを使用すると、CloudWatch で 1 つのデータポイントを使用してこれらの統計情
報をすべてエクスポートできます。

• startTimeUnixNano には CloudWatch startTime が含まれています
• timeUnixNano には CloudWatch endTime が含まれています
• sum には Sum の統計が含まれています
• count には SampleCount の統計が含まれています
• quantile_values には 2 つの valueAtQuantile.value オブジェクトが含まれています

• valueAtQuantile.quantile = 0.0 ( を含む)valueAtQuantile.value = Min value
• valueAtQuantile.quantile = 0.99 ( を含む)valueAtQuantile.value = p99 value
• valueAtQuantile.quantile = 0.999 ( を含む)valueAtQuantile.value = p99.9 value
• valueAtQuantile.quantile = 1.0 ( を含む)valueAtQuantile.value = Max value

メトリクスストリームを消費するリソースは、Average (Sum/SampleCount) の統計で計算できます。

単位の変換

CloudWatch 単位は、次の表に示すように、計量単位のユニファイドコードの形式 (大文字と小文字を区
別する) に変換されます。詳細については、「The Unified Code For Units of Measure」を参照してくださ
い。

CloudWatch OpenTelemetry

秒 s

Second または Seconds s

Microsecond us

Milliseconds ms

バイト By

Kilobytes kBy

Megabytes MBy

Gigabytes GBy

Terabytes TBy

Bits bit

Kilobits kbit
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CloudWatch OpenTelemetry

Megabits MBit

Gigabits GBit

Terabits Tbit

割合 (%) %

Count (カウント) {Count}

なし 1

単位がスラッシュで結合されている場合は、両方の単位に OpenTelemetry 変換を適用して変換されます。
たとえば、Bytes/Second は By/s に変換されます。

OpenTelemetry 0.7.0 メッセージを解析する方法

このセクションでは、OpenTelemetry 0.7.0 の解析を開始する際に役立つ情報を提供します。

まず、言語固有のバインディングを取得する必要があります。これにより、OpenTelemetry 0.7.0 のメッ
セージを適宜の言語で解析できます。

言語固有のバインディングを取得するには

• 手順は、使用する言語によって異なります。
• Java を使用するには、次の Maven 依存関係を Java プロジェクトに追加します。OpenTelemetry 

Java >> 0.14.1。
• 他の言語を使用するには、次の手順を実行します。

a. 「Generating Your Classes」のリストをチェックして、言語がサポートされていることを確
認します。

b. 「Download Protocol Buffers」の手順に従って、Protobuf コンパイラをインストールしま
す。

c. 「v0.7.0 release」で OpenTelemetry 0.7.0 ProtoBuf 定義をダウンロードします。
d. ダウンロードした OpenTelemetry 0.7.0 ProtoBuf 定義のルートフォルダにいることを確認し

ます。次に、src フォルダを作成し、言語固有のバインディングを生成するコマンドを実行
します。詳細は、「Generating Your Classes」を参照してください。

以下は、Javascript バインディングを生成する方法の例です。

protoc --proto_path=./ --js_out=import_style=commonjs,binary:src \
opentelemetry/proto/common/v1/common.proto \
opentelemetry/proto/resource/v1/resource.proto \
opentelemetry/proto/metrics/v1/metrics.proto \
opentelemetry/proto/collector/metrics/v1/metrics_service.proto

次のセクションでは、前の手順を使用して構築できる言語固有のバインディングの使用例について説明し
ます。

Java

package com.example;

import io.opentelemetry.proto.collector.metrics.v1.ExportMetricsServiceRequest;
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import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MyOpenTelemetryParser { 

    public List<ExportMetricsServiceRequest> parse(InputStream inputStream) throws 
 IOException { 
        List<ExportMetricsServiceRequest> result = new ArrayList<>(); 

        ExportMetricsServiceRequest request; 
        /* A Kinesis record can contain multiple `ExportMetricsServiceRequest` 
           records, each of them starting with a header with an 
           UnsignedVarInt32 indicating the record length in bytes: 
            ------ --------------------------- ------ ----------------------- 
           |UINT32|ExportMetricsServiceRequest|UINT32|ExportMetricsService... 
            ------ --------------------------- ------ ----------------------- 
         */ 
        while ((request = ExportMetricsServiceRequest.parseDelimitedFrom(inputStream)) != 
 null) { 
            // Do whatever we want with the parsed message 
            result.add(request); 
        } 

        return result; 
    }
}

Javascript

この例では、生成されたバインディングを含むルートフォルダが ./ であるとしています。

関数 parseRecord の data 引数には、次のいずれかの型を指定できます。

• Uint8Array これが最適です
• Buffer ノードの下では最適です
• Array.number 8 ビット整数

const pb = require('google-protobuf')
const pbMetrics = 
    require('./opentelemetry/proto/collector/metrics/v1/metrics_service_pb')

function parseRecord(data) { 
    const result = [] 

    // Loop until we've read all the data from the buffer 
    while (data.length) { 
        /* A Kinesis record can contain multiple `ExportMetricsServiceRequest` 
           records, each of them starting with a header with an 
           UnsignedVarInt32 indicating the record length in bytes: 
            ------ --------------------------- ------ ----------------------- 
           |UINT32|ExportMetricsServiceRequest|UINT32|ExportMetricsService... 
            ------ --------------------------- ------ ----------------------- 
         */ 
        const reader = new pb.BinaryReader(data) 
        const messageLength = reader.decoder_.readUnsignedVarint32() 
        const messageFrom = reader.decoder_.cursor_ 
        const messageTo = messageFrom + messageLength 

        // Extract the current `ExportMetricsServiceRequest` message to parse 
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        const message = data.subarray(messageFrom, messageTo) 

        // Parse the current message using the ProtoBuf library 
        const parsed = 
            pbMetrics.ExportMetricsServiceRequest.deserializeBinary(message) 

        // Do whatever we want with the parsed message 
        result.push(parsed.toObject()) 

        // Shrink the remaining buffer, removing the already parsed data 
        data = data.subarray(messageTo) 
    } 

    return result
}

Python

var-int デリミタは自分で読み取るか、内部メソッド _VarintBytes(size) と
_DecodeVarint32(buffer, position) を使用する必要があります。これらは、バッファ内でのサイ
ズバイトの直後の位置を返します。読み取り側は、メッセージからそのバイトのみを読み取る新しいバッ
ファを構築します。

size = my_metric.ByteSize()
f.write(_VarintBytes(size))
f.write(my_metric.SerializeToString())
msg_len, new_pos = _DecodeVarint32(buf, 0)
msg_buf = buf[new_pos:new_pos+msg_len]
request = metrics_service_pb.ExportMetricsServiceRequest()
request.ParseFromString(msg_buf)

Go

Buffer.DecodeMessage() を使用します。

C#

CodedInputStream を使用します。このクラスは、サイズ区切りのメッセージを読み取ることができま
す。

C++

google/protobuf/util/delimited_message_util.h に記述されている関数は、サイズ区切りの
メッセージを読み取ることができます。

その他の言語

その他の言語については、「Download Protocol Buffers」を参照してください。

パーサーを実装するときは、Kinesis レコードに複数の ExportMetricsServiceRequest Protocol 
Buffers メッセージを含めることができることを考慮してください。各メッセージは、レコードの長さをバ
イト単位で示す UnsignedVarInt32 のヘッダーで始まります。

トラブルシューティング
最終送信先にメトリクスデータが表示されない場合は、次の点を確認してください。

• メトリクスストリームが実行中状態であることを確認します。CloudWatch コンソールを使用してこれ
を行う手順については、「メトリクスストリームの操作とメンテナンス (p. 105)」を参照してくださ
い。
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• 過去 2 時間以上公開されたメトリクスはストリーミングされません。メトリクスがストリーミングされ
るかどうかを判断するには、CloudWatch コンソールでメトリクスをグラフ化して、表示される最新の
データポイントの時間を確認します。2 時間以上経過している場合、メトリックスストリームで取得さ
れません。

• メトリクスストリームが出力するメトリクスを確認します。CloudWatch コンソールの [Metrics] (メ
トリクス) で、[MetricUpdate]、[TotalMetricUpdate]、および [PublishErrorRate] メトリクスの [AWS/
CloudWatch/MetricStreams] 名前空間を確認します。

• PublishErrorRate メトリクスが高い場合は、Kinesis Data Firehose 配信ストリームで使用される送信
先が存在すること、およびメトリクスストリームの設定で指定された IAM ロールが CloudWatch サー
ビスプリンシパルに書き込み許可を与えていることを確認します。詳細については、「CloudWatch と 
Kinesis Data Firehose 間の信頼 (p. 107)」を参照してください。

• Kinesis Data Firehose 配信ストリームに最終送信先への書き込み許可があることを確認します。
• Kinesis Data Firehose コンソールで、メトリクスストリームに使用される Kinesis Data Firehose 配信ス

トリームを表示し、[モニタリング] タブをチェックして、Kinesis Data Firehose 配信ストリームがデー
タを受信しているかどうかを確認します。

• Kinesis Data Firehose 配信ストリームに正しい内容が設定されていることを確認します。
• Kinesis Data Firehose 配信ストリームが書き込む最終送信先について、ログまたはメトリクスがあれば

チェックします。
• 詳細情報を取得するには、Kinesis Data Firehose 配信ストリームで CloudWatch Logs エラーログを有効

にします。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。

利用可能なメトリクスを表示する
メトリクスはまず名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内の種々のディメンションの組み合わ
せごとにグループ化されます。例えば、すべての EC2 メトリクス、インスタンス別にまとめた EC2 メト
リクス、Auto Scaling グループ別にまとめた EC2 メトリクスが表示できます。

Amazon CloudWatch にメトリクスを送信するのは、使用中の AWS サービスのみです。

CloudWatch にメトリクスを送信する AWS サービスのリストについては、CloudWatch メトリクスを発行
する AWS のサービス (p. 1012) を参照してください。このページでは、各サービスによって公開される
メトリクスとディメンションも確認できます。

Note

過去 2 週間に新しいデータポイントがないメトリクスは、コンソールに表示されません。また、
これらはコンソールの [すべてのメトリクス] タブの検索ボックスにメトリクス名やディメンショ
ン名を入力しても表示されず、list-metrics コマンドの結果でも返されません。これらのメトリク
スを取得する最善の方法は、AWS CLI の get-metric-data コマンドまたは get-metric-statistics コ
マンドを使用することです。
表示したい古いメトリクスとディメンションが類似する現在のメトリクスがある場合は、この
現在の類似するメトリクスを表示できます。次に、[ソース] タブをクリックし、メトリクス名と
ディメンションのフィールドを必要な内容に変更して、時間範囲もメトリクスの報告時間に変更
します。

次の手順は、メトリクスの名前空間を参照してメトリクスを検索および表示するのに役立ちます。ター
ゲットを絞った検索用語を使用してメトリクスを検索することもできます。詳細については、「利用可能
なメトリクスを検索する (p. 122)」を参照してください。

CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティでモニターリングアカウントとして設定されたアカウ
ントを参照している場合、このモニターリングアカウントにリンクされているソースアカウントのメトリ
クスを表示できます。ソースアカウントのメトリクスが表示されると、そのアカウントの ID またはラベル
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も表示されます。詳細については、「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を
参照してください。

コンソールを使い、利用可能なメトリクスを名前空間とディメンション別に表示する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選択しま

す。
3. メトリクスの名前空間 ([EC2]、[Lambda] など) を選択します。

4. メトリクスのディメンション ([Per-Instance Metrics] (インスタンス別メトリクス)、[By Function 
Name] (関数名別) など) を選択します。

5. [Browse] (参照) タブには、名前空間内のそのディメンションのメトリクスがすべて表示されます。

これが CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティのモニターリングアカウントの場合、この
モニターリングアカウントにリンクされているソースアカウントのメトリクスも表示されます。表の
[Account label]」 (アカウントラベル) 列と [Account id] (アカウント ID) 列には、各指標がどのアカウ
ントからのものかが表示されます。

以下の操作を行うことができます。
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a. テーブルを並べ替えるには、列見出しを使用します。
b. メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。すべ

てのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択します。
c. アカウント別にフィルタリングするには、アカウントラベルまたはアカウント ID を選択し、[Add 

to search] (検索に追加) を選択します。
d. リソースでフィルタするには、リソース ID を選択し、[Add to search] を選択します。
e. メトリクスでフィルタするには、メトリクスの名前を選択し、[Add to search] を選択します。

6. (オプション) このグラフを CloudWatch ダッシュボードに追加するには、[Actions] (アクション)、
[Add to dashboard] (ダッシュボードに追加) の順に選択します。

AWS CLI を使用して、利用可能なメトリクスをアカウントの名前空間、ディメンション、またはメトリク
スごとに表示するには

CloudWatch メトリクスを一覧表示するには、list-metrics コマンドを使用します。メトリクスを発行する
すべてのサービスの名前空間、メトリクス、ディメンションのリストについては、「CloudWatch メトリ
クスを発行する AWS のサービス (p. 1012)」を参照してください。

次の例は、Amazon EC2 のすべてのメトリクスを表示するための AWS/EC2 名前空間です。

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2

以下は出力例です。

{ 
  "Metrics" : [ 
    ... 
    { 
        "Namespace": "AWS/EC2", 
        "Dimensions": [ 
            { 
                "Name": "InstanceId", 
                "Value": "i-1234567890abcdef0" 
            } 
        ], 
        "MetricName": "NetworkOut" 
    }, 
    { 
        "Namespace": "AWS/EC2", 
        "Dimensions": [ 
            { 
                "Name": "InstanceId", 
                "Value": "i-1234567890abcdef0" 
            } 
        ], 
        "MetricName": "CPUUtilization" 
    }, 
    { 
        "Namespace": "AWS/EC2", 
        "Dimensions": [ 
            { 
                "Name": "InstanceId", 
                "Value": "i-1234567890abcdef0" 
            } 
        ], 
        "MetricName": "NetworkIn" 
    }, 
    ... 
  ]
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}

指定したリソースで利用可能なメトリクスをすべてリストするには

次の例では、指定のインスタンスの結果だけを表示する目的で AWS/EC2 名前空間と InstanceId ディメ
ンションを指定します。

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2 --dimensions 
 Name=InstanceId,Value=i-1234567890abcdef0

すべてのリソースのメトリクスをリストするには

次の例では、指定のメトリクスの結果だけを表示する目的で AWS/EC2 名前空間とメトリクス名を指定し
ます。

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization

CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティでリンクされたソースアカウントからメトリクスを取
得するには

次の例では、モニターリングアカウントで実行され、モニターリングアカウントおよびリンクされたすべ
てのソースアカウントの両方からメトリクスを取得します。--include-linked-accounts を追加しな
いと、コマンドはモニターリングアカウントのメトリクスのみを返します。

aws cloudwatch list-metrics --include-linked-accounts

CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティでソースアカウントからメトリクスを取得するには

次の例では、モニターリングアカウントで実行され、ID 111122223333 のソースアカウントからメトリク
スを取得します。

aws cloudwatch list-metrics --include-linked-accounts --owning-account "111122223333"

利用可能なメトリクスを検索する
ターゲット検索用語を使用して、アカウントにあるすべてのメトリクス中から検索できます。名前空間、
メトリクス名、またはディメンション内に一致する結果があるメトリクスが返されます。

これが CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティのモニターリングアカウントの場合は、このモ
ニターリングアカウントにリンクされているソースアカウントのメトリクスも検索します。

Note

過去 2 週間に新しいデータポイントがないメトリクスは、コンソールに表示されません。また、
これらはコンソールの [すべてのメトリクス] タブの検索ボックスにメトリクス名やディメンショ
ン名を入力しても表示されず、list-metrics コマンドの結果でも返されません。これらのメトリク
スを取得する最善の方法は、AWS CLI の get-metric-data コマンドまたは get-metric-statistics コ
マンドを使用することです。

CloudWatch で利用可能なメトリクスを検索するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
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3. [All metrics] (すべてのメトリクス) タブ上の検索フィールドに、検索語 (メトリクス名、名前空間、ア
カウント ID、アカウントラベル、ディメンションの名前か値、リソース名など) を入力します。メト
リクスにその検索語が含まれている名前空間がすべて表示されます。

たとえば、volume を検索した場合、名前の一部がその検索語であるメトリクスを含む名前空間が表
示されます。

検索の詳細については、「グラフで検索式を使用する (p. 158)」を参照してください。
4. すべての検索結果をグラフ化するには、[グラフの検索] を選択します。

または

名前空間を選択して、その名前空間のメトリクスを表示します。続いて、以下のように行います。

a. 1 つ以上のメトリクスをグラフ化するには、各メトリクスの横にあるチェックボックスを選択し
ます。すべてのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択
します。

b. 検索を絞り込むには、メトリクス名にカーソルを合わせ、[検索に追加] または [これのみを検索] 
を選択します。

c. コンソール内のリソースの 1 つを表示するには、リソース ID を選択し、[リソースへジャンプ] を
選択します。

d. メトリクスのヘルプを表示するには、メトリクス名を選択し、[What is this?] (これは何ですか？) 
を選択します。

選択したメトリクスがグラフに表示されます。

5. (オプション) 検索バーのボタンのいずれかを選択して、検索語のその部分を編集します。

メトリクスのグラフ化
CloudWatch コンソールを使用して、他の AWS のサービスによって生成されたメトリクスデータをグラフ
化します。これにより、各サービスのメトリクスアクティビティをより効率的に確認できます。次の手順
では、CloudWatch でメトリクスをグラフ化する方法を示します。

内容
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• メトリクスをグラフ化する (p. 124)
• 2 つのグラフを 1 つに結合する (p. 127)
• 動的ラベルを使用する (p. 128)
• グラフの時間範囲またはタイムゾーン形式を変更する (p. 129)
• 折れ線グラフまたは積み上げ面グラフでズームインする  (p. 131)
• グラフの Y 軸を変更する (p. 133)
• グラフのメトリクスからアラームを作成する (p. 134)

メトリクスをグラフ化する
CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを選択し、そのメトリクスデータのグラフを作成できま
す。

CloudWatch では、メトリクスの次の統計が使用できます:
Average、Minimum、Maximum、Sum、SampleCount。詳細については、「統計 (p. 6)」を参照してくだ
さい。

さまざまな詳細レベルでデータを表示できます。たとえば、1 分間の表示を選択できます。これは、トラ
ブルシューティング時に役立ちます。または、詳細度がより低い 1 時間表示を選択します。これは、時間
の経過に伴う傾向を確認できるように、より広い期間 (3 日間など) を表示するときに便利です。詳細につ
いては、「期間 (p. 6)」を参照してください。

CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティでモニターリングアカウントとして設定されたアカ
ウントを使用している場合、このモニターリングアカウントにリンクされているソースアカウントの
メトリクスをグラフ化できます。詳細については、「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリ
ティ (p. 854)」を参照してください。

グラフの作成
メトリクスをグラフ化するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics]、[All metrics] を選択します。
3. [参照] タブで、検索フィールドに検索語 (メトリクス名、アカウント ID、リソース名など) を入力しま

す。

たとえば、CPUUtilization メトリクスを検索した場合、そのメトリクスを持つ名前空間とディメ
ンションが見つかります。

4. 検索結果の 1 つを選択すると、メトリクスが表示されます。
5. 1 つ以上のメトリクスをグラフ化するには、各メトリクスの横にあるチェックボックスを選択しま

す。すべてのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択しま
す。

6. [グラフ化したメトリクスを表示] を選択します。
7. (オプション) グラフで使用される統計情報を変更するには、メトリクス名の横にある [Statistic] (統計) 

列で新しい統計を選択します。

CloudWatch 統計の詳細については、「CloudWatch 統計定義 (p. 167)」を参照してください。pxx
パーセンタイル統計の詳細については、「パーセンタイル (p. 7)」を参照してください。

8. (オプション) グラフのタイプを変更するには、[Graph options (グラフオプション)] を選択します。次
に、折れ線グラフ、積み上げ面グラフ、棒グラフ、円グラフ、数値を選択できます。

9. (オプション) メトリクスの想定値を示す異常検出バンドを追加するには、メトリクスの横にある [アク
ション] で異常検出アイコンを選択します。
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CloudWatch は、メトリクスの最近の履歴データから最大 2 週間分を使用して、想定値のモデルを計
算します。次に、この期待値の範囲をグラフ上のバンドとして表示します。CloudWatch は、メトリ
クスの下に新しい行を追加して、ANOMALY_DETECTION_BAND と名前が付けられた異常検出バン
ドの数式を表示します。最近の履歴データが存在する場合は、異常検出バンドのプレビューがすぐに
表示されます。これは、モデルによって生成された異常検出バンドの近似値です。実際の異常検出バ
ンドが表示されるまでに最大 15 分かかります。

デフォルトでは、CloudWatch は、想定値のバンドの上限と下限を作成し、バンドのしきい値のデ
フォルト値を 2 に設定します。この数値を変更するには、バンドの [詳細] の下にある式の末尾の値を
変更します。

• (オプション) [Edit model (モデルの編集)] を選択して、異常検出モデルの計算方法を変更します。
過去および将来の期間は、モデルの計算のためのトレーニングで使用されないように除外できま
す。システムの停止、デプロイ、休日などの異常なイベントシステムはトレーニングデータから
除外することが重要です。夏時間の変更に合わせてモデルで使用するタイムゾーンを指定するこ
ともできます。

詳細については、「CloudWatch 異常検出の使用 (p. 135)」を参照してください。

グラフでモデルを非表示にするには、  ANOMALY_DETECTION_BAND 関数を使用して行からチェック
マークを外すか、 X アイコンを選択します。モデルを完全に削除するには、[Edit model (モデルの編
集)]、[Delete model (モデルの削除)] の順に選択します。

10. (オプション) グラフ化するメトリクスを選択する際に、各メトリクスのグラフ凡例に表示する動的ラ
ベルを指定できます。動的ラベルは、メトリクスに関する統計を表示し、ダッシュボードまたはグラ
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フが更新されると自動的に更新されます。動的ラベルを追加するには、[グラフ化したメトリクス]、
[Dynamic labels (動的ラベル)] の順に選択します。

デフォルトでは、レベルに追加した動的な値はラベルの先頭に表示されます。次に、メトリクスの [ラ
ベル] の値を選択してラベルを編集できます。詳細については、「動的ラベルを使用する (p. 128)」
を参照してください。

11. グラフ化されたメトリクスの詳細を表示するには、凡例にマウスカーソルを合わせます。
12. 水平の注釈は、メトリクスが特定のレベルまで急上昇した時期や、メトリクスが事前定義された範囲

内にあるかどうかを、グラフのユーザーがすばやく確認するのに役立ちます。水平の注釈を追加する
には、[グラフのオプション]、[水平の注釈の追加] の順に選択します。

a. [ラベル] に、注釈のラベルを入力します。
b. [値] に、水平の注釈が表示されるメトリクス値を入力します。
c. [Fill] には、この注釈でフィルシェーディングを使用するかどうかを指定します。たとえば、対応

するエリアを塗りつぶすには Above または Below を選択します。Between を指定すると、もう 
1 つの Value フィールドが表示され、2 つの値の間のグラフのエリアが塗りつぶされます。

d. [Axis] では、グラフに複数のメトリクスが含まれる場合、Value の数値が左の Y 軸または右の Y 
軸のどちらに関連するメトリクスを指すかを指定します。

注釈の塗りつぶしの色を変更するには、注釈の左側の列の色がついた四角形を選択します。

同じグラフに複数の水平注釈を追加するには、これらのステップを繰り返します。

注釈を非表示にするには、注釈の左の列のチェックボックスをオフにします。

注釈を削除するには、[アクション] の列の [x] を選択します。
13. グラフの URL を取得するには、[Actions]、[Share] を選択します。保存または共有する URL をコピー

します。
14. グラフをダッシュボードに追加するには、[Actions]、[Add to dashboard] を選択します。

グラフを更新する
グラフを更新するには

1. グラフの名前を変更するには、鉛筆アイコンを選択します。
2. 時間範囲を変更するには、事前定義済みの値を選択するか、[custom] を選択します。詳細について

は、「グラフの時間範囲またはタイムゾーン形式を変更する (p. 129)」を参照してください。
3. 統計を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、統計

または事前定義パーセンタイルのうち 1 つを選択するか、カスタムパーセンタイル (p95.45 など) を
指定します。

4. 期間を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、次に
異なる値を選択します。

5. 水平の注釈を追加するには、[グラフのオプション]、[水平の注釈の追加] の順に選択します。

a. [ラベル] に、注釈のラベルを入力します。
b. [値] に、水平の注釈が表示されるメトリクス値を入力します。
c. [Fill] には、この注釈でフィルシェーディングを使用するかどうかを指定します。たとえば、対応

するエリアを塗りつぶすには Above または Below を選択します。Between を指定すると、もう 
1 つの Value フィールドが表示され、2 つの値の間のグラフのエリアが塗りつぶされます。

d. [軸] で、グラフに複数のメトリクスが含まれる場合、Value の数値が左 Y 軸または右 Y 軸のどち
らに関連するメトリクスを指すかを指定します。

注釈の塗りつぶしの色を変更するには、注釈の左側の列の色がついた四角形を選択します。

126



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
2 つのグラフを 1 つに結合する

同じグラフに複数の水平注釈を追加するには、これらのステップを繰り返します。

注釈を非表示にするには、注釈の左の列のチェックボックスをオフにします。

注釈を削除するには、[アクション] の列の [x] を選択します。
6. 更新間隔を変更するには、[更新オプション] を選択し、次に [自動更新] を選択するか、[1 分]、[2 

分]、[5 分] または [15 分] を選択します。

メトリクスの複製
メトリクスを複製するには

1. [グラフ化したメトリクス] タブを選択します。
2. [Actions] で、[Duplicate] アイコンを選択します。

3. 必要に応じて複製メトリクスを更新します。

2 つのグラフを 1 つに結合する
2 つの異なるグラフを 1 つに結合すると、結果のグラフには両方のメトリクスが表示されます。これは、
さまざまなグラフに各種メトリクスが表示され、それらを組み合わせたい場合や、さまざまな地域のメト
リクスを含む単一のグラフを簡単に作成したい場合に便利です。

1 つのグラフを別のグラフに結合するには、結合するグラフの URL または JSON ソースを使用します。

2 つのグラフを 1 つに結合するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 別のグラフに結合するグラフを開きます。このためには、[メトリクス]、[すべてのメトリクス] を選択

し、グラフ化するメトリクスを選択します。または、ダッシュボードを開いて、グラフの右上にある
メニューから [メトリクスで開く] を選択して、ダッシュボード上のグラフの 1 つを開くこともできま
す。

3. グラフを開いたら、次のいずれかを実行します。
• ブラウザバーから URL をコピーします。
• [ソース] タブ、[コピー] の順に選択します。

4. 1 つ目のグラフに結合するグラフを開きます。
5. [メトリクス] ビューで 2 つ目のグラフを開いたら、[アクション]、[グラフをマージ] の順に選択しま

す。
6. 事前にコピーした URL または JSON を入力し、[マージ] を選択します。
7. 結合したグラフが表示されます。左側の Y 軸は元のグラフ用で、右側の Y 軸は結合されたグラフ用で

す。
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Note

結合したグラフが METRICS() 関数を使用する場合、結合されたグラフのメトリクスは、結
合したグラフの METRICS() 計算には含まれません。

8. 結合したグラフをダッシュボードで保存するには、[アクション]、[ダッシュボードに追加] の順に選択
します。

動的ラベルを使用する
グラフで動的ラベルを使用できます。動的ラベルは、選択したメトリクスのラベルに、動的に更新された
値を追加します。次の表に示すように、ラベルにはさまざまな値を追加できます。

ラベルに表示される動的な値は、グラフに現在表示されている時間範囲に基づきます。このラベルの動的
な部分は、ダッシュボードまたはグラフが更新されると、自動的に更新されます。

検索式で動的ラベルを使用すると、検索によって返されたすべてのメトリクスに動的ラベルが適用されま
す。

CloudWatch コンソールを使用して、ラベルへの動的値の追加、ラベルの編集、ラベル列内の動的値の位
置の変更、その他のカスタマイズを行うことができます。

動的ラベル
動的ラベル内では、メトリクスのプロパティに関連する次の値を使用できます。

動的ラベルのライブ値 説明

${AVG} グラフに現在表示されている時間範囲における値の平均。

${DATAPOINT_COUNT} グラフに現在表示されている時間範囲内のデータポイントの数。

${FIRST} グラフに現在表示されている時間範囲内の最も古いメトリクス値。

${FIRST_LAST_RANGE} グラフに現在表示されている最も古いデータポイントと最新のデー
タポイントのメトリクス値の差。

${FIRST_LAST_TIME_RANGE} グラフに現在表示されている最も古いデータポイントと最新のデー
タポイント間の絶対時間範囲。

${FIRST_TIME} グラフに現在表示されている時間範囲内の最も古いデータポイント
のタイムスタンプ。

${FIRST_TIME_RELATIVE} 現在と、グラフに現在表示されている時間範囲内の最も古いデータ
ポイントのタイムスタンプとの絶対時間差。

${LABEL} メトリクスのデフォルトラベルの表現。

${LAST} グラフに現在表示されている時間範囲における最新のメトリクス
値。

${LAST_TIME} グラフに現在表示されている時間範囲内の最新のデータポイントの
タイムスタンプ。

${LAST_TIME_RELATIVE} 現在と、グラフに現在表示されている時間範囲内の最新のデータポ
イントのタイムスタンプとの絶対時間差。

${MAX} グラフに現在表示されている時間範囲における最大値。
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動的ラベルのライブ値 説明

${MAX_TIME} グラフに現在表示されているデータポイントのうち、メトリクス値
が最大のデータポイントのタイムスタンプ。

${MAX_TIME_RELATIVE} 現在と、現在グラフに表示されているデータポイントのうち、最大
値を持つデータポイントのタイムスタンプの絶対時間差。

${MIN} グラフに現在表示されている時間範囲における最小値。

${MIN_MAX_RANGE} グラフに現在表示されているデータポイントのうち、メトリクス値
が最大のデータポイントと最小のデータポイント間のメトリクス値
の差。

${MIN_MAX_TIME_RANGE} グラフに現在表示されているデータポイントのうち、メトリクス値
が最大のデータポイントと最小のデータポイント間の絶対時間範
囲。

${MIN_TIME} グラフに現在表示されているデータポイントのうち、メトリクス値
が最小のデータポイントのタイムスタンプ。

${MIN_TIME_RELATIVE} 現在と、現在グラフに表示されているデータポイントのうち、最小
値を持つデータポイントのタイムスタンプの絶対時間差。

${PROP('AccountId')} メトリクスの AWS アカウント ID。

${PROP('AccountLabel')} CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティで、このメトリ
クスを所有するソースアカウントに指定されたラベル。

${PROP('Dim.dimension_name')} 指定されたディメンションの値。dimension_name はディメンショ
ン名に置き換えてください (大文字と小文字は区別されます)。

${PROP('MetricName')} メトリクスの名前。

${PROP('Namespace')} メトリクスの名前空間。

${PROP('Period')} メトリクスの期間 (秒単位)。

${PROP('Region')} メトリクスが発行される AWS リージョン。

${PROP('Stat')} グラフ化されているメトリクスの統計。

${SUM} グラフに現在表示されている時間範囲における値の合計。

例えば、検索式 SEARCH(' {AWS/Lambda, FunctionName} Errors ', 'Sum') では、Lambda 
関数ごとに Errors を確認します。ラベルを [max: ${MAX} Errors for Function Name 
${LABEL}] として設定すると、各メトリクスのラベルは [max: number Errors for Function Name Name]
となります。

ラベルには最大 5 つの動的な値を追加できます。各ラベル内では ${LABEL} プレースホルダーを 1 回のみ
使用できます。

グラフの時間範囲またはタイムゾーン形式を変更する
このセクションでは、CloudWatch メトリクスのグラフ上の日付、時刻、タイムゾーン形式を変更する方
法について説明します。また、グラフを拡大して特定の時間範囲を適用する方法について説明します。グ
ラフの作成方法については、「メトリクスのグラフ化」を参照してください。
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相対時間範囲を設定する
New interface

グラフに相対時間範囲を指定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選

択します。画面の右上隅で、1 時間から 1 週間まで ([1h] (1 時間)、[3h] (3 時間)、[12h] (12 時
間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、1w (1 週間)) の事前定義済みの時間範囲を 1 つ選択できます。ま
た、[Custom] (カスタム) を選択して独自の時間範囲を設定することもできます。

3. [Custom] (カスタム) を選択してから、ボックスの左上隅にある [Relative] (相対値) タブを選択し
ます。時間範囲は、[Minutes] (分)、[Hours] (時間)、[Days] (日)、[Weeks] (週)、[Months] (月) を指
定できます。

4. 時間範囲を指定したら、[Apply] (適用) を選択します。

Original interface

グラフに相対時間範囲を指定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選

択します。画面の右上隅で、1 時間から 1 週間まで ([1h] (1 時間)、[3h] (3 時間)、[12h] (12 時
間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、1w (1 週間)) の事前定義済みの時間範囲を 1 つ選択できます。ま
た、[Custom] (カスタム) を選択して独自の時間範囲を設定することもできます。

3. [Custom] (カスタム) を選択してから、ボックスの左上隅にある [Relative] (相対値) を選択しま
す。時間範囲は、[Minutes] (分)、[Hours] (時間)、[Days] (日)、[Weeks] (週)、[Months] (月) を指定
できます。

絶対時間範囲を設定する
New interface

グラフに絶対時間範囲を指定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選

択します。画面の右上隅で、1 時間から 1 週間まで ([1h] (1 時間)、[3h] (3 時間)、[12h] (12 時
間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、1w (1 週間)) の事前定義済みの時間範囲を 1 つ選択できます。ま
た、[Custom] (カスタム) を選択して独自の時間範囲を設定することもできます。

3. [Custom] (カスタム) を選択してから、ボックスの左上隅にある [Absolute] (絶対値) タブを選択し
ます。カレンダーのピッカーまたはテキストフィールドボックスを使用して、時間範囲を指定し
ます。

4. 時間範囲を指定したら、[Apply] (適用) を選択します。

Original interface

グラフに絶対時間範囲を指定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選

択します。画面の右上隅で、1 時間から 1 週間まで ([1h] (1 時間)、[3h] (3 時間)、[12h] (12 時
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間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、1w (1 週間)) の事前定義済みの時間範囲を 1 つ選択できます。ま
た、[Custom] (カスタム) を選択して独自の時間範囲を設定することもできます。

3. [Custom] (カスタム) を選択してから、ボックスの左上隅にある [Absolute] (絶対値) を選択しま
す。カレンダーのピッカーまたはテキストフィールドボックスを使用して、時間範囲を指定しま
す。

4. 時間範囲を指定したら、[Apply] (適用) を選択します。

タイムゾーン形式を設定する
New interface

グラフのタイムゾーンを指定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選

択します。画面の右上隅で、1 時間から 1 週間まで ([1h] (1 時間)、[3h] (3 時間)、[12h] (12 時
間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、1w (1 週間)) の事前定義済みの時間範囲を 1 つ選択できます。ま
た、[Custom] (カスタム) を選択して独自の時間範囲を設定することもできます。

3. [Custom] (カスタム) を選択してから、ボックスの右上隅にあるドロップダウンを選択します。タ
イムゾーンは [UTC] または [Local time zone] (ローカルタイムゾーン) に変更できます。

4. 変更後、[Apply] (適用) を選択します。

Original interface

グラフのタイムゾーンを指定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選

択します。画面の右上隅で、1 時間から 1 週間まで ([1h] (1 時間)、[3h] (3 時間)、[12h] (12 時
間)、[1d] (1 日)、[3d] (3 日)、1w (1 週間)) の事前定義済みの時間範囲を 1 つ選択できます。ま
た、[Custom] (カスタム) を選択して独自の時間範囲を設定することもできます。

3. [Custom] (カスタム) を選択してから、ボックスの右上隅にあるドロップダウンを選択します。タ
イムゾーンは [UTC] または [Local time zone] (ローカルタイムゾーン) に変更できます。

折れ線グラフまたは積み上げ面グラフでズームインす
る
CloudWatch コンソールでは、ミニマップズーム機能を使用して、ズームインビューとズームアウト
ビュー間を変更することなく、折れ線グラフと積み上げ面グラフのセクションに焦点を合わせることがで
きます。例えば、ミニマップズーム機能を使用して折れ線グラフのピークに焦点を合わせ、同じタイムラ
インのダッシュボード内の他のメトリクスに対して、スパイクを比較できます。このセクションの手順で
は、ズーム機能の使用方法について説明します。
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前の画像は、ズーム機能によって入力バイトの処理レートに関する折れ線グラフのスパイクに焦点を合わ
せながら、同じタイムラインのセクションに焦点を合わせた他の折れ線グラフをダッシュボードに表示し
ています。

New interface

グラフを拡大するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選択

します。
3. [Browse] (参照) をクリックし、グラフ化するメトリクスを選択します。
4. [Option] (オプション) をクリックし、[Widget type] (ウィジェットタイプ) で [Line] (線) を選択し

ます。
5. 焦点を合わせるグラフの領域を選択してドラッグし、マウスボタンを放します。
6. ズームをリセットするには、[Reset zoom] (ズームのリセット) アイコンを選択します。これは、

内側にマイナス (-) 記号が付いた虫眼鏡のような見た目です。

Original interface

グラフを拡大するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順にク
リックします。

3. [All metrics] (すべてのメトリクス) をクリックし、グラフ化するメトリクスを選択します。
4. [Graph options] (グラフのオプション) をクリックします。[Widget type] (ウィジェットタイプ) で

[Line] (線) を選択します。
5. 焦点を合わせるグラフの領域を選択してドラッグし、マウスボタンを放します。
6. ズームをリセットするには、[Reset zoom] (ズームのリセット) アイコンを選択します。これは、

内側にマイナス (-) 記号が付いた虫眼鏡のような見た目です。

Tip

折れ線グラフまたは積み上げ面グラフを含むダッシュボードを作成済みの場合は、ダッシュボー
ドに移動してズーム機能の使用を開始できます。

グラフの Y 軸を変更する
データをより良く把握するため、y 軸のカスタム境界を設定できます。たとえば、CPUUtilization グラ
フの境界を 100% に変更すると、グラフを見たときに、CPU が低い (プロットされた線がグラフの下部近
くにある) か、高い (プロットされた線がグラフの上部近くにある) かが分かりやすくなります。

グラフの y 軸は、2 種類の間で切り替えることができます。これは、グラフに単位の異なるメトリクスや
値の範囲が大きく異なるメトリクスが含まれているときに役立ちます。

グラフの y 軸を変更するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. メトリクス名前空間 (たとえば、[EC2]) を選択し、次にメトリクスディメンション (たとえば、[インス

タンス別メトリクス]) を選択します。
4. [All metrics] タブには、その名前空間内のそのディメンションのメトリクスがすべて表示されます。メ

トリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。
5. [Graph options] タブ上で、[Left Y Axis] の [Min] と [Max] の値を指定します。[最小] の値は、[最大] の

値を上回ってはなりません。

6. 第 2 の y 軸を作成するには、[右の Y 軸] の [最小] と [最大] の値を指定します。
7. 2 つの y 軸の間を切り替えるには、[グラフ化したメトリクス] タブを選択します。[Y Axis] で、[Left Y 

Axis] または [Right Y Axis] を選択します。
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グラフのメトリクスからアラームを作成する
メトリクスをグラフ化した後、グラフのメトリクスからアラームを作成できます。こうすることで、多く
のアラームフィールドの入力が自動で行われます。

グラフのメトリクスからアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. メトリクス名前空間 (たとえば、[EC2]) を選択し、次にメトリクスディメンション (たとえば、[インス

タンス別メトリクス]) を選択します。
4. [All metrics] タブには、その名前空間内のそのディメンションのメトリクスがすべて表示されます。メ

トリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。
5. メトリクスに対してアラームを作成するには、[Graphed metrics] タブを選択します。[Actions] で、ア

ラームアイコンを選択します。

6. [Conditions (条件)] で、[Static (静的)] または [Anomaly detection (異常検出)] を選択し、静的なしきい
値または異常検出モデルのどちらをアラームで使用するかを指定します。

選択に応じて、アラーム条件の残りのデータを入力します。
7. [Additional configuration (追加設定)] を選択します。[Datapoints to alarm (アラームを発生させるデー

タポイント数)] で、アラームをトリガーするために ALARM 状態を維持する必要がある評価期間 (デー
タポイント) の数を指定します。2 つの値が一致する場合は、該当する数の連続した期間でしきい値を
超過したときに ALARM 状態に移行するアラームを作成します。

N 個中 M 個のアラームを作成するには、2 番目の値よりも小さい数字を最初の値に指定します。詳細
については、「アラームの評価 (p. 181)」を参照してください。

8. [Missing data treatment (欠落データの処理)] 、一部のデータポイントが欠落しているときのアラー
ムによる対処方法を選択します。詳細については、「CloudWatch アラームの欠落データの処理の設
定 (p. 183)」を参照してください。

9. [Next] (次へ) をクリックします。
10. [通知] で、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT_DATA 状態のときに通知する

ための SNS トピックを選択します。

同じアラーム状態または複数の異なるアラーム状態について複数の通知を送信するには、[Add 
notification (通知の追加)] を選択します。

アラームの通知を送信しない場合は、 [削除] を選択します。
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11. アラームに伴って Auto Scaling または EC2 アクションを実行するには、該当するボタンを選択し、
アラーム状態と実行するアクションを選択します。

12. 完了したら、[次へ] を選択します。
13. アラームの名前と説明を入力します。名前には ASCII 文字のみを使用します。続いて、[次へ] を選択

します。
14. [Preview and create (プレビューして作成)] で、情報と条件が正しいことを確認し、[アラームの作成] 

を選択します。

CloudWatch 異常検出の使用
メトリクスの異常検出を有効にすると、CloudWatch は統計アルゴリズムと機械学習アルゴリズムを適用
します。これらのアルゴリズムは、システムやアプリケーションのメトリクスを継続的に分析し、正常な
ベースラインを決定して、ユーザーの最小限の介入で異常を検出します。

これらのアルゴリズムは、異常検出モデルを生成します。モデルは、メトリクスの正常な動作を表す想定
値の範囲を生成します。

想定値のモデルは、次の 2 つの方法で使用できます。

• メトリクスの想定値に基づいて異常検出アラームを作成します。このタイプのアラームには、アラーム
状態を決定するための静的なしきい値はありません。代わりに、異常検出モデルに基づいて、メトリク
スの値と想定値を比較します。

メトリクス値が想定値の範囲を上回った場合、下回った場合、または両方の場合にアラームをトリガー
することを選択できます。

詳細については、「異常検出に基づいて CloudWatch アラームを作成する (p. 192)」を参照してくださ
い。

• メトリクスデータのグラフを表示するときに、想定値をバンドとしてグラフ上に重ねます。これに
より、グラフで正常な範囲から外れている値を目で確認できます。詳細については、「グラフの作
成 (p. 124)」を参照してください。

異常検出は、AWS Management Console、AWS CLI、AWS CloudFormation または AWS SDK を使用し
て有効にすることができます。異常検出は、AWS から提供されるメトリクスおよびカスタムメトリクス
に対して有効にすることができます。

GetMetricData メトリクス数学関数で ANOMALY_DETECTION_BAND API リクエストを使用して、モ
デルの帯の上限と下限の値を取得することもできます。詳細については、「GetMetricData」を参照して
ください。

異常検出を行うグラフでは、想定値の範囲がグレーの帯で表示されます。メトリクスの実際の値がこの帯
を超えると、その期間は赤で表示されます。

異常検出アルゴリズムは、メトリクスの季節的な変化と傾向の変化を考慮します。季節的な変化は、次の
例に示すように、時間単位、日単位、週単位のいずれかになります。
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より長い範囲の傾向は、下向きまたは上向きになる場合があります。

異常検出は、フラットなパターンを示すメトリクスにも適しています。
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CloudWatch 異常検出の仕組み
メトリクスの異常検出を有効にすると、CloudWatch は、メトリクスの過去のデータに機械学習アルゴリ
ズムを適用して、メトリクスの想定値のモデルを作成します。このモデルでは、メトリクスの傾向と、時
間/日/週単位のパターンの両方を評価します。アルゴリズムは最大 2 週間分のメトリクスデータをトレー
ニングしますが、メトリクスに 2 週間分のデータが揃っていなくても、メトリクスの異常検出を有効にす
ることができます。

CloudWatch がモデルで使用する異常検出のしきい値を指定し、メトリクスの「正常」な値の範囲を決定
します。異常検出のしきい値を高くするほど、「正常」な値の範囲が広くなります。

機械学習モデルは、メトリクスと統計に固有です。たとえば、AVG 統計を使用してメトリクスの異常検出
を有効にした場合、モデルは、AVG 統計に固有になります。

CloudWatch が AWS サービスから多くの一般的なメトリクスのモデルを作成する場合、バンドが論理値
の外に拡張されないようにします。例えば、負の値にできない統計のバンドはゼロを下回ることはなく、
パーセンテージメトリクスのバンドは 0 から 100 の範囲にとどまります。

モデルを作成した後、CloudWatch の異常検出はモデルを継続的に評価し、調整を行って、可能な限り正
確であることを確認します。これには、メトリクス値が時間の経過とともに変化するか、突然変化するか
を調整するためのモデルの再トレーニングが含まれます。また、季節的、スパイク、スパースなメトリク
スのモデルを改善するための予測変数も含まれます。

メトリクスの異常検出を有効にした後は、必要に応じて、メトリクスの特定の期間を除外してモデルのト
レーニングに使用されないように指定できます。この方法により、モデルのトレーニングにデプロイまた
は他の異常なイベントが使用されないように除外でき、最も正確なモデルが作成されます。

アラームに異常検出モデルを使用すると、AWS アカウントで料金が発生します。詳細について
は、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

Metric Math での異常検出
Metric Math での異常検出は、メトリクスの数式の出力で異常検出アラームの作成に使用できる機能です。
これらの式を使用して、異常検出バンドを視覚化するグラフを作成できます。この機能では、基本的な算
術関数、比較演算子、論理演算子、そしてその他のほとんどの関数がサポートされています。サポートさ
れていない関数の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Metric Math を使用する」を
参照してください。

異常検出モデルの作成方法と同様に、メトリクスの数式に基づく異常検出モデルを作成できま
す。CloudWatch コンソールから、メトリクスの数式に異常検出を適用し、これらの式のしきい値のタイ
プとして異常検出を選択できます。

Note

Metric Math の異常検出は、最新バージョンのメトリクスユーザーインターフェイスでのみ有効
化および編集できます。新しいバージョンのインターフェイスでメトリクスの数式に基づき異常
ディテクターを作成すると、古いバージョンでは表示できますが、編集できません。

Metric Math と異常検出のアラームおよびモデルの作成については、次のセクションを参照してください。

• 異常検出に基づく CloudWatch アラームの作成
• メトリクスの数式に基づく CloudWatch アラームの作成

また、PutAnomalyDetector、DeleteAnomalyDetector、および DescribeAnomalyDetectors と 
CloudWatch API を使用すると、メトリクスの数式に基づく異常検出モデルを作成、削除、検出できます。
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これらの API アクションについては、Amazon CloudWatch API リファレンスの次のセクションを参照し
てください。

• PutAnomalyDetector
• DeleteAnomalyDetector
• DescribeAnomalyDetectors

異常検出アラームの価格設定については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照してください。

Metric Math を使用する
Metric Math により複数の CloudWatch メトリクスをクエリし、数式を使用して、これらのメトリクス
に基づく新しい時系列を作成できます。作成された時系列を CloudWatch コンソールで可視化でき、
ダッシュボードに追加できます。AWS Lambda メトリクスを例として使用すると、Errors メトリク
スを Invocations メトリクスで除算してエラー率を得ることができます。次に、作成された時系列を 
CloudWatch ダッシュボードのグラフに追加します。

GetMetricData API オペレーションを使用して、Metric Math をプログラムで実行することもできます。
詳細については、「GetMetricData」を参照してください。

CloudWatch グラフに数式を追加する
CloudWatch ダッシュボードのグラフに数式を追加できます。各グラフで使用できるメトリクスおよび表
現は 500 個までに制限されているため、数式はグラフのメトリクスが 499 個以下の場合のみ追加できま
す。これは、グラフにすべてのメトリクスが表示されていない場合でも適用されます。

グラフに数式を追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. グラフを作成または編集します。グラフには、少なくとも 1 つのメトリクスが必要です。
3. [グラフ化したメトリクス] を選択します。
4. [Math expression]、[Start with empty expression] の順に選択します。式に新しい行が表示されます。
5. 新しい行の [詳細] 列に、数式を入力します。「Metric Math 構文と関数」セクションの表には、式で使

用できる関数がリストされています。

メトリクスまたは別の数式の結果をこの式で式の一部として使用するには、[Id] 列に表示される値を
使用します (例: [m1+m2] または [e1-MIN(e1)])。

[Id] の値は変更できます。数字、文字、アンダースコアを含めることができ、小文字で始める必要が
あります。[Id] を意味のある名前に変更すると、グラフをより容易に理解できます (例: [m1] や [m2] を 
[エラー] や [リクエスト] に変更)。

Tip

数式の作成時に使用できるサポートされている関数のリストを表示するには、[Math 
Expression (数式)] の横にある下向き矢印を選択します。

6. 数式の [ラベル] 列に、数式の計算内容を表す名前を入力します。

式の結果が時系列の配列である場合、これらのそれぞれの時系列が、異なる色の別々の線で表示され
ます。グラフのすぐ下には、グラフの各行の凡例があります。複数の時系列を作成する単一の式の場
合、これらの時系列の凡例のキャプションは、#### ######## の形式になります。たとえば、ラベ
ルが Errors であるメトリクスと、ラベルが Filled With 0: である FILL(METRICS(), 0) 式がグラフに含
まれる場合、凡例の 1 つの行は Filled With 0: Errors となります。凡例で元のメトリクスラベルのみ表
示されるように、####は空に設定します。
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1 つの式により、グラフの時系列の配列が作成される場合、これらの各時系列に使用される色を変更
することはできません。

7. 必要な式を追加した後、元のメトリクスの一部を非表示にすることで、グラフを簡素化できます。
メトリクスまたは式を非表示にするには、[Id] フィールドの左にあるチェックボックスをオフにしま
す。

Metric Math 構文と関数
以下のセクションでは、Metric Math で使用できる関数について説明します。すべての関数は大文字で記述
する必要があります ([AVG] など)。また、すべてのメトリクスと数式の [Id] フィールドは小文字で始める
必要があります。

数式の最終結果は単一の時系列または時系列の配列である必要があります。一部の関数では、スカラー番
号が生成されます。より大規模な関数の中でこれらの関数を使用することができ、最終的には時系列が生
成されます。たとえば、単一の時系列の [AVG] はスカラー数を生成するため、最終的な式の結果にはなり
ません。ただし、このセクションを関数 m1-AVG(m1) で使用すると、個々のデータポイントと時系列の平
均値の間の相違の時系列を表示できます。

データタイプの略語
一部の関数は、特定のタイプのデータのみに有効です。次のリストにある略語は、関数のテーブルで使用
され、各関数でサポートされているデータタイプを表しています。

• [S] は、スカラー数 (2、-5、または 50.25 など) を表します。
• [TS] は時系列 (時間の経過に伴う単一の CloudWatch メトリクスの一連の値) です。例えば、過去 3 日間

のインスタンス CPUUtilization の i-1234567890abcdef0 メトリクスなどです。
• [TS[]] は時系列の配列です (複数のメトリクスの時系列など)。

METRICS() 関数
METRICS() 関数は、リクエストのすべてのメトリクスを返します。数式は含まれません。

より大きな式の中で METRICS() を使用することができ、最終的には単一の時系列または時系列の配列が
生成されます。たとえば、SUM(METRICS()) 式は、グラフ化されたすべてのメトリクスの値の合計である
時系列 (TS) を返します。METRICS()/100 は時系列の配列を返します。それぞれが、いずれかのメトリク
スを 100 で除算した各データポイントを示す時系列です。

[METRICS()] 関数を文字列と使用して、[Id] フィールドにその文字列を含むグラフ化されたメトリクスの
みを返すことができます。たとえば、SUM(METRICS("errors")) 式は、[Id] フィールドに「errors」のある
グラフ化されたすべてのメトリクスの値の合計である時系列を返します。また、[SUM([METRICS(“4xx”), 
METRICS(“5xx”)])] を使用して、複数の文字列を一致させることができます。

基本的な算術関数
サポートされている基本的な算術関数の一覧を以下の表に示しています。時系列で欠落した値は 0 として
扱われます。データポイントの値により関数がゼロ除算を行おうとする場合、データポイントは削除され
ます。

オペレーション 引数 例

算術演算子: + - * / ^ S, S

S, TS

PERIOD(m1)/60

5 * m1
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オペレーション 引数 例
TS, TS

S, TS[]

TS, TS[]

m1 - m2

SUM(100/[m1, m2])

AVG(METRICS())

METRICS()*100

単項減算 - S

TS

TS[]

-5*m1

-m1

SUM(-[m1, m2])

比較演算子と論理演算子
比較演算子と論理演算子は、時系列のペアまたは単一のスカラー値のペアと共に使用できます。比較演
算子を時系列のペアと共に使用すると、各データポイントが 0 (false) または 1 (true) の時系列が返されま
す。スカラー値のペアで比較演算子を使用すると、単一のスカラー値 (0 または 1) が返されます。

2 つの時系列間で比較演算子が使用され、一方の時系列だけが特定のタイムスタンプの値を持つ場合、関
数はもう一方の時系列の欠落している値を 0として扱います。

論理演算子を比較演算子と組み合わせて使用すると、より複雑な関数を作成できます。

次の表は、サポートされている演算子のリストです。

演算子のタイプ サポートされている演算子

比較演算子 ==

!=

<=

>=

<

>

論理演算子 AND または &&

OR または ||

これらの演算子がどのように使用されるかを確認するため、以下の 2 つの時系列があるとします。metric1
の値は [30, 20, 0, 0]、metric2 の値は [20, -, 20, -] であり、- はそのタイムスタンプの値がな
いことを示します。

式 出力

(metric1 < metric2) 0, 0, 1, 0

(metric1 >= 30) 1, 0, 0, 0

(metric1 > 15 AND metric2 > 15) 1, 0, 0, 0
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Metric Math のサポートされている関数
次の表は、数式で使用できる関数を表しています。すべての関数を大文字で入力します。

数式の最終結果は単一の時系列または時系列の配列である必要があります。以下のセクションの表の一部
の関数では、スカラー数が生成されます。より大規模な関数の中でこれらの関数を使用することができ、
最終的には時系列が生成されます。たとえば、単一の時系列の [AVG] はスカラー数を生成するため、最終
的な式の結果にはなりません。しかし、それを関数 [m1-AVG(m1)] で使用して、個々のデータポイントと
そのデータポイントの平均値の間の相違の時系列を表示できます。

次の表では、例の列の例は、単一の時系列または時系列の配列を生成する式です。これらの例は、スカ
ラー値を返す関数を、単一の時系列を生成する有効な式の一部として使用する方法を示しています。

関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

ABS TS

TS[]

TS

TS[]

各データポイントの絶対値
を返します。

ABS(m1-m2)

MIN(ABS([m1, m2]))

ABS(METRICS())

✓

ANOMALY_DETECTION_BANDTS

TS、S

TS[] 指定されたメトリクスの異
常検出バンドを返します。
バンドは 2 つの時系列で
構成されます。1 つはメト
リクスの「通常」の想定値
の上限を表し、もう 1 つ
は下限を表します。この関
数は 2 つの引数を受け取
ることができます。1 つ目
は、バンドを作成するメト
リクスの ID です。2 つ目
の引数は、バンドに使用す
る標準偏差の数です。この
引数を指定しない場合、デ
フォルト値の 2 が使用さ
れます。詳細については、
「CloudWatch 異常検出の
使用 (p. 135)」を参照し
てください。

ANOMALY_DETECTION_BAND(m1)

ANOMALY_DETECTION_BAND(m1,4)

AVG TS

TS[]

S

TS

単一の時系列の AVG は、
メトリクス内のすべての
データポイントの平均を表
すスカラーを返します。時
系列の配列の AVG は単一
の時系列を返します。欠落
した値は 0 として処理さ
れます。

SUM([m1,m2])/AVG(m2)

AVG(METRICS())

✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

Note

関数でスカラー
を返すことを
計画している場
合、この関数は 
CloudWatch ア
ラームで使用し
ないことをお勧
めします。例え
ば、AVG(m2)
です。アラー
ムが状態を変
更するかどうか
を評価するたび
に、CloudWatch 
は [Evaluation 
Periods (評価期
間)] に指定されて
いる数よりも多
くのデータポイン
トを取得しようと
します。この関数
は、追加のデータ
がリクエストされ
た場合に異なる動
作をします。

CEIL TS

TS[]

TS

TS[]

各メトリクスの上限を返し
ます。上限は、各値以上の
最小の整数です。

CEIL(m1)

CEIL(METRICS())

SUM(CEIL(METRICS()))

✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

DATAPOINT_COUNTTS

TS[]

S

TS

値を報告したデータポイ
ントの数を返します。これ
は、スパースメトリクスの
平均を計算する場合に便利
です。

Note

CloudWatch ア
ラームではこの
関数を使用しな
いことをお勧め
します。アラー
ムが状態を変
更するかどうか
を評価するたび
に、CloudWatch 
は [Evaluation 
Periods (評価期
間)] に指定されて
いる数よりも多
くのデータポイン
トを取得しようと
します。この関数
は、追加のデータ
がリクエストされ
た場合に異なる動
作をします。

SUM(m1) / 
DATAPOINT_COUNT(m1)

DATAPOINT_COUNT(METRICS())

✓

DIFF TS

TS[]

TS

TS[]

時系列の各値と、その時系
列の前の値との差を返しま
す。

DIFF(m1) ✓

DIFF_TIME TS

TS[]

TS

TS[]

時系列の各値のタイムスタ
ンプと、その時系列の前の
値のタイムスタンプとの差
を秒単位で返します。

DIFF_TIME(METRICS()) ✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

FILL TS, [S | 
REPEAT 
| 
LINEAR]

TS[], 
[TS 
| S | 
REPEAT 
| 
LINEAR]

TS

TS[]

時系列で欠けているを埋め
ます。欠けている値の予備
として使用する値には、い
くつかのオプションがあり
ます。

• 予備値として使用する値
を指定できます。

• 予備値として使用する
メトリクスを指定できま
す。

• REPEAT キーワードを
使用して、欠けている値
を、欠けている値の前に
あるメトリクスの最新の
実際値で埋めることがで
きます。

• LINEAR キーワードを使
用して、欠けている値
を、ギャップの最初と最
後の値の間に線形補間を
作成する値で埋めること
ができます。

Note

アラームでこの
関数を使用した
場合、メトリク
スがわずかに遅
れて公開され、
最新の 1 分間の
データが記録さ
れない問題が発生
することがありま
す。このような場
合、FILL は、欠
落したデータポイ
ントをリクエスト
された値に置き換
えます。これによ
り、メトリクスの
最新のデータポイ
ントが常に FILL 
の値になり、ア
ラームが OK 状態
または ALARM 状

FILL(m1,10)

FILL(METRICS(), 0)

FILL(METRICS(), m1)

FILL(m1, MIN(m1))

FILL(m1, REPEAT)

FILL(METRICS(), LINEAR)

✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

態のいずれかで停
止することがあり
ます。N 個中 M 
のアラームを使用
することで、この
問題を回避できま
す。詳細について
は、「アラームの
評価 (p. 181)」
を参照してくださ
い。

FIRST

LAST

TS[] TS 時系列の配列から最初ま
たは最後の時系列を返
します。これは、SORT
関数と共に使用する
場合に便利です。ま
た、ANOMALY_DETECTION_BAND
関数から高いしきい値と低
いしきい値を取得するため
に使用することもできま
す。

IF(FIRST(SORT(METRICS(), 
AVG, DESC))>100, 1, 0)
AVG でソートされた配列
の上位メトリクスを確認
します。その後、データポ
イント値が 100 より大き
いかどうかに応じて、それ
ぞれのデータポイントに対
して 1 または 0 を返しま
す。

LAST(ANOMALY_DETECTION_BAND(m1)) 
は、異常予測バンドの下限
を返します。

✓

FLOOR TS

TS[]

TS

TS[]

各メトリクスの下限を返し
ます。下限は、各値以下の
最大の整数です。

FLOOR(m1)

FLOOR(METRICS())

✓

IF IF
expression

TS IF を比較演算子と共に使
用して、時系列からデータ
ポイントをフィルタリング
したり、複数の照合時系
列で構成される混合時系列
を作成したりします。詳細
については、「IF 式の使
用 (p. 155)」を参照して
ください。

例については、「IF 式の
使用 (p. 155)」を参照し
てください。

✓

INSIGHT_RULE_METRICINSIGHT_RULE_METRIC(ruleName, 
metricName)

TS INSIGHT_RULE_METRIC
を使用して、Contributor 
Insights のルールから統計
を抽出します。詳細につい
ては、「ルールによって生
成されたメトリクスのグラ
フ化 (p. 671)」を参照し
てください。
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

LOG TS

TS[]

TS

TS[]

時系列の LOG は、時系列
の各値の自然対数値を返し
ます。

LOG(METRICS()) ✓

LOG10 TS

TS[]

TS

TS[]

時系列の LOG10 は、時系
列の各値の 10 を底とする
対数値を返します。

LOG10(m1) ✓

MAX TS

TS[]

S

TS

単一の時系列の MAX は、
メトリクス内のすべての
データポイントの最大値を
表すスカラーを返します。
時系列の配列の MAX 値は
単一の時系列を返します。

Note

CloudWatch ア
ラームではこの
関数を使用しな
いことをお勧め
します。アラー
ムが状態を変
更するかどうか
を評価するたび
に、CloudWatch 
は [Evaluation 
Periods (評価期
間)] に指定されて
いる数よりも多
くのデータポイン
トを取得しようと
します。この関数
は、追加のデータ
がリクエストされ
た場合に異なる動
作をします。

MAX(m1)/m1

MAX(METRICS())

✓

METRIC_COUNT TS[] S 時系列の配列でメトリクス
の数を返します。

m1/
METRIC_COUNT(METRICS())

✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

METRICS null

文字列

TS[] METRICS() 関数は、
リクエストのすべての 
CloudWatch メトリクスを
返します。数式は含まれま
せん。

より大きな式の中で
METRICS() を使用するこ
とができ、最終的には単一
の時系列または時系列の配
列が生成されます。

[METRICS()] 関数を文
字列と使用して、[Id] 
フィールドにその文字
列を含むグラフ化され
たメトリクスのみを返す
ことができます。たとえ
ば、SUM(METRICS("errors"))
式は、[Id] フィールドに
「errors」のあるグラフ
化されたすべてのメトリ
クスの値の合計である時
系列を返します。また、
[SUM([METRICS(“4xx”), 
METRICS(“5xx”)])] を使用
して、複数の文字列を一致
させることができます。

AVG(METRICS())

SUM(METRICS("errors"))

✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

MIN TS

TS[]

S

TS

単一の時系列の MIN は、
メトリクス内のすべての
データポイントの最小値を
表すスカラーを返します。
時系列の配列の MIN は単
一の時系列を返します。

Note

CloudWatch ア
ラームではこの
関数を使用しな
いことをお勧め
します。アラー
ムが状態を変
更するかどうか
を評価するたび
に、CloudWatch 
は [Evaluation 
Periods (評価期
間)] に指定されて
いる数よりも多
くのデータポイン
トを取得しようと
します。この関数
は、追加のデータ
がリクエストされ
た場合に異なる動
作をします。

m1-MIN(m1)

MIN(METRICS())

✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

MINUTE

HOUR

DAY

DATE

MONTH

YEAR

EPOCH

TS TS これらの関数は、時系列の
期間と範囲を取り、各値が
そのタイムスタンプに基づ
いている新しい非スパース
時系列を返します。

• MINUTE は、元の時系
列の各タイムスタンプ
で UTC 分を表す、非ス
パース時系列 (0～59 の
整数) を返します。

• HOUR は、元の時系列
の各タイムスタンプで 
UTC 時間を表す、非ス
パース時系列 (0～23 の
整数) を返します。

• DAY は、元の時系列
の各タイムスタンプで 
UTC 曜日を表す、非ス
パース時系列 (1～7の整
数) を返します。1 は月
曜日を、7 は日曜日を表
します。

• DATE は、元の時系列
の各タイムスタンプで 
UTC 日付を表す非ス
パース時系列 (1～31の
整数) を返します。

• MONTH は、元の時系
列の各タイムスタンプ
の UTC 月を表す、非ス
パース時系列 (1～12の
整数) を返します。1 は 
1 月を表し、12 は 12 月
を表します。

• YEAR は、元の時系列
の各タイムスタンプで 
UTC 年を表す、非ス
パース時系列を返しま
す。

• EPOCH は、元の時系列
の各タイムスタンプで 
UTC 時間を秒単位で表
す、整数の非スパース時
系列を返します。Epoch 
は 1970 年 1 月 1 日で
す。

MINUTE(m1)

IF(DAY(m1)<6,m1) は、月
曜日から金曜日の平日のメ
トリクスのみを返します。

IF(MONTH(m1) == 4,m1)
は、4 月に公開されたメト
リクスのみを返します。

✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

PERIOD TS S メトリクスの期間を秒単
位で返します。有効な入力
は、他の式の結果ではなく
メトリクスです。

m1/PERIOD(m1) ✓

RATE TS

TS[]

TS

TS[]

メトリクスの変更のレート
を秒単位で返します。これ
は、最新のデータポイント
の値と、前のデータポイン
トの値の差を、2 つ値の間
の時間 (秒単位) で除算し
て計算されます。

RATE(m1)

RATE(METRICS())

✓

REMOVE_EMPTY TS[] TS[] 時系列の配列から、データ
ポイントを持たない時系列
を削除します。この結果
は、各時系列に少なくとも 
1 つのデータポイントが含
まれている時系列の配列と
なります。

Note

CloudWatch ア
ラームではこの
関数を使用しな
いことをお勧め
します。アラー
ムが状態を変
更するかどうか
を評価するたび
に、CloudWatch 
は [Evaluation 
Periods (評価期
間)] に指定されて
いる数よりも多
くのデータポイン
トを取得しようと
します。この関数
は、追加のデータ
がリクエストされ
た場合に異なる動
作をします。

REMOVE_EMPTY(METRICS())✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

RUNNING_SUM TS

TS[]

TS

TS[]

元の時系列の値から現在の
合計を持つ時系列を返しま
す。

Note

CloudWatch ア
ラームではこの
関数を使用しな
いことをお勧め
します。アラー
ムが状態を変
更するかどうか
を評価するたび
に、CloudWatch 
は [Evaluation 
Periods (評価期
間)] に指定されて
いる数よりも多
くのデータポイン
トを取得しようと
します。この関数
は、追加のデータ
がリクエストされ
た場合に異なる動
作をします。

RUNNING_SUM([m1,m2]) ✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

SEARCH Search 
式

1 つ以
上の 
TS

指定した検索条件に一致
する 1 つ以上の時系列を
返します。[SEARCH] 関数
を使用することで、1 つの
式で複数の関連する時系
列をグラフに追加できま
す。グラフは、後に追加
され、検索基準に一致する
新しいメトリクスが含ま
れるように、動的に更新さ
れます。詳細については、
「グラフで検索式を使用す
る (p. 158)」を参照して
ください。

検索式に基づくアラーム
を作成することはできませ
ん。これは、検索式が複数
の時系列を返し、数式に基
づくアラームは 1 つの時
系列しか監視できないため
です。

CloudWatch クロスアカウ
ントオブザーバビリティで
モニターリングアカウン
トにサインインしている場
合、SEARCH 関数はソー
スアカウントとモニターリ
ングアカウントのメトリク
スを検索します。

✓

SERVICE_QUOTA 使用状
況メト
リクス
である 
TS

TS 特定の使用状況メトリクス
のサービスクォータを返し
ます。これを使用して、現
在の使用状況とクォータの
比較を可視化し、クォー
タに近づいたときに警告
するアラームを設定でき
ます。詳細については、
「AWS 使用状況メトリク
ス (p. 1020)」を参照して
ください。
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

SLICE (TS[], 
S, S) 
または 
(TS[], 
S)

TS[]

TS

時系列の配列の一部を取得
します。これは、SORT と
組み合わせた場合に特に便
利です。たとえば、時系列
の配列から最上位の結果を
除外できます。

2 つのスカラー引数を使用
して、返される時系列の
セットを定義できます。2 
つのスカラーは、返す配列
の先頭 (その値を含む) と
末尾 (その値を含まない) 
を定義します。配列はゼロ
から始まるため、配列の最
初の時系列は時系列 0 で
す。または、値を 1 つだ
け指定すると、その値で
始まるすべての時系列が 
CloudWatch により返され
ます。

SLICE(SORT(METRICS(), 
SUM, DESC), 0, 10)
は、SUM 値が最も大きい
リクエスト内のメトリクス
の配列から 10 個のメトリ
クスを返します。

SLICE(SORT(METRICS(), 
AVG, ASC), 5) は、AVG 
統計でメトリクスの配列を
ソートし、AVG が最も低
い 5 以外のすべての時系
列を返します。

✓

SORT (TS[], 
FUNCTION, 
SORT_ORDER)

(TS[], 
FUNCTION, 
SORT_ORDER, 
S)

TS[] 指定した関数に従って
時系列の配列をソート
します。使用する関数
は、AVG、MIN、MAX、SUM
のいずれかです。ソート順
は、昇順の場合は ASC (最
小値が先頭)、または大き
い値を最初にソートする場
合は DESC です。必要に
応じて、制限として機能す
るソート順の後に数値を指
定できます。たとえば、
制限を 5 に指定すると、
ソートから上位 5 個の時
系列のみが返されます。

この数学関数をグラフに表
示すると、グラフ内の各メ
トリクスのラベルもソー
トされ、番号が付けられま
す。

SORT(METRICS(), AVG, 
DESC, 10) は、各時系列の
平均値を計算して、ソート
の開始時に最大値を持つ時
系列をソートし、平均値が
最も高い 10 個の時系列の
みを返します。

SORT(METRICS(), MAX, 
ASC) は、メトリクスの配
列を MAX 統計でソート
し、そのすべてを昇順で返
します。

✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

STDDEV TS

TS[]

S

TS

単一の時系列の STDDEV
は、メトリクス内のすべ
てのデータポイントの標
準偏差を表すスカラーを返
します。時系列の配列の
STDDEV は単一の時系列
を返します。

Note

CloudWatch ア
ラームではこの
関数を使用しな
いことをお勧め
します。アラー
ムが状態を変
更するかどうか
を評価するたび
に、CloudWatch 
は [Evaluation 
Periods (評価期
間)] に指定されて
いる数よりも多
くのデータポイン
トを取得しようと
します。この関数
は、追加のデータ
がリクエストされ
た場合に異なる動
作をします。

m1/STDDEV(m1)

STDDEV(METRICS())

✓
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関数 引数 戻り型* 説明 例 クロス
アカウ
ントで
サポー
トされ
ていま
すか。

SUM TS

TS[]

S

TS

単一の時系列の SUM は、
メトリクス内のすべての
データポイントの合計値を
表すスカラーを返します。
時系列の配列の SUM は単
一の時系列を返します。

Note

関数でスカラー
を返すことを
計画している場
合、この関数は 
CloudWatch ア
ラームで使用し
ないことをお勧
めします。例え
ば、SUM(m1)
です。アラー
ムが状態を変
更するかどうか
を評価するたび
に、CloudWatch 
は [Evaluation 
Periods (評価期
間)] に指定されて
いる数よりも多
くのデータポイン
トを取得しようと
します。この関数
は、追加のデータ
がリクエストされ
た場合に異なる動
作をします。

SUM(METRICS())/
SUM(m1)

SUM([m1,m2])

SUM(METRICS("errors"))/
SUM(METRICS("requests"))*100

✓

TIME_SERIES S TS すべての値がスカラー引数
に設定されている非スパー
ス時系列を返します。

TIME_SERIES(MAX(m1))

TIME_SERIES(5*AVG(m1))

TIME_SERIES(10)

✓

*スカラー数を返す関数の使用は無効です。式の最終結果はすべて単一の時系列または時系列の配列である
必要があります。代わりに、これらの関数を、時系列を返すより大きな式の一部として使用します。

IF 式の使用
IF を比較演算子と共に使用して、時系列からデータポイントをフィルタリングしたり、複数の照合時系列
で構成される混合時系列を作成したりします。

155



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
IF 式の使用

IF は、次の引数を使用します。

IF(condition, trueValue, falseValue)

条件は、条件の値が正か負かにかかわらず、条件データポイントの値が 0 の場合は FALSE、条件の値がそ
の他の値の場合は TRUE と評価されます。条件が時系列の場合、タイムスタンプごとに個別に評価されま
す。

有効な構文を次に示します。これらの構文ごとに、出力は単一の時系列です。

• IF(TS Comparison Operator S, S | TS, S | TS)
• IF(TS, TS, TS)
• IF(TS, S, TS)
• IF(TS, TS, S)
• IF(TS, S, S)
• IF(S, TS, TS)

次のセクションでは、これらの構文の詳細と例を示します。

IF(TS Comparison Operator S, scalar2 | metric2, scalar3 | metric3)

対応する出力時系列値:

• TS 比較演算子 S が TRUE の場合、これには値として scalar2### metric2 が含まれます。
• TS 比較演算子 S が FALSE の場合、これには値として scalar3 ### metric3 が含まれます。
• 空の時系列です (対応するデータポイントが metric3 に存在しない場合、または scalar3/metric3 が式か

ら省略されている場合)。

IF(metric1, metric2, metric3)

metric1 の各データポイントの対応する出力時系列の値は次のとおりです。

• 値は metric2 です (対応するデータポート metric1 が TRUE の場合)。
• 値は metric3 です (対応するデータポート metric1 が FALSE の場合)。
• 値は 0 です (対応するデータポイント metric1 が TRUE で、対応するデータポイントが metric2 に存在

しない場合)。
• 削除されます (対応するデータポイント metric1 が FALSE で、対応するデータポイントが metric3 に存

在しない場合、または metric3 が式から省略されている場合)。

次の表に、この構文の例を示します。

メトリクスまたは関数 値

(metric1) [1, 1, 0, 0, -]

(metric2) [30, -, 0, 0, 30]

(metric3) [0, 0, 20, -, 20]

IF(metric1, metric2, metric3) [30, 0, 20, -, -]

IF(metric1, scalar2, metric3)
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metric1 の各データポイントの対応する出力時系列の値は次のとおりです。

• 値は scalar2 です (対応するデータポート metric1 が TRUE の場合)。
• 値は metric3 です (対応するデータポート metric1 が FALSE の場合)。
• 削除されます (対応するデータポイント metric1 が FALSE で、対応するデータポイントが metric3 に存

在しない場合、または metric3 が式から省略されている場合)。

メトリクスまたは関数 値

(metric1) [1, 1, 0, 0, -]

scalar2 5

(metric3) [0, 0, 20, -, 20]

IF(metric1, scalar2, metric3) [5, 5, 20, -, -]

IF(metric1, metric2, scalar3)

metric1 の各データポイントの対応する出力時系列の値は次のとおりです。

• 値は metric2 です (対応するデータポート metric1 が TRUE の場合)。
• 値は scalar3 です (対応するデータポート metric1 が FALSE の場合)。
• 値は 0 です (対応するデータポイント metric1 が TRUE で、対応するデータポイントが metric2 に存在

しない場合)。
• metric1 の対応するデータポイントが存在しない場合は削除されます。

メトリクスまたは関数 値

(metric1) [1, 1, 0, 0, -]

(metric2) [30, -, 0, 0, 30]

scalar3 5

IF(metric1, metric2, scalar3) [30, 0, 5, 5, -]

IF(scalar1, metric2, metric3)

対応する出力時系列値:

• 値は metric2 です (scalar1 が TRUE の場合)。
• 値は metric3 です (scalar1 が FALSE の場合)。
• 空の時系列です (metric3 が式から省略されている場合)。

IF 式のユースケース例
次の例は、IF 関数の考えれられる使用方法を示しています。

• メトリクスの低い値のみを表示するには

IF(metric1<400, metric1)
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• メトリクスの各データポイントを 2 つの値のいずれかに変更して、元のメトリクスの相対的に大きい値
と小さい値を表示するには

IF(metric1<400, 10, 2)
• レイテンシーがしきい値を超える各タイムスタンプに 1 を表示し、その他のすべてのデータポイントに 

0 を表示するには

IF(latency>threshold, 1, 0)

GetMetricData API オペレーションでメトリクス数式を使用する
GetMetricData を使用して数式を使用した計算を実行でき、1 回の API コールでメトリクスデータの大
規模バッチを取得できます。詳細については、「GetMetricData」を参照してください。

Metric Math での異常検出
Metric Math の異常検出は、単一のメトリクスおよびメトリクスの数式からの出力により、異常検出アラー
ムを作成する際に使用できる機能です。これらの式を使用して、異常検出バンドを可視化するグラフを作
成できます。この機能では、基本的な算術関数、比較演算子、論理演算子、そしてその他のほとんどの関
数がサポートされています。

Metric Math の異常検出では、以下の関数はサポートされていません。

• 同じ行に複数の ANOMALY_DETECTION_BAND を含む表現。
• 10 より多くのメトリクスまたは数式を含む表現。
• METRICS 式を含む表現。
• SEARCH 関数を含む表現。
• 異なる期間のメトリクスを使用する表現。
• Metric Math で高分解能のメトリクスを入力として使用する異常検出機能。

この機能の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch 異常検出の使用」を参
照してください。

グラフで検索式を使用する
検索式は、CloudWatch グラフに追加できる数式の一種です。検索式を使用すると、グラフに複数の関連
メトリクスをすばやく追加することができます。また、グラフを最初に作成したときにそれらのメトリク
スが存在しない場合でも、それらのディスプレイに適切なメトリクスを自動的に追加する動的グラフを作
成することもできます。

たとえば、リージョン内のすべてのインスタンスの AWS/EC2 CPUUtilization メトリクスを表示する
検索式を作成することができます。新しいインスタンスを後に起動する場合、その新しいインスタンスの
CPUUtilization はグラフに自動的に追加されます。

検索式をグラフで使用すると、メトリクス名、名前空間、ディメンション名、ディメンション値で検索式
が検索されます。複雑性が高く、強力な検索には、ブール演算子を使用できます。検索式で検索できるの
は、過去 2 週間以内にデータを報告したメトリクスだけです。

検索式に基づくアラームを作成することはできません。これは、検索式が複数の時系列を返し、数式に基
づくアラームは 1 つの時系列しか監視できないためです。
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CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティでモニターリングアカウントを使用している場合、検
索式はそのモニターリングアカウントにリンクされているソースアカウントのメトリクスを検出できま
す。

トピック
• CloudWatch 検索式の構文 (p. 159)
• CloudWatch 検索式の例 (p. 163)
• 検索式で CloudWatch グラフを作成する (p. 165)

CloudWatch 検索式の構文
有効な検索式の形式は次のとおりです。

SEARCH(' {Namespace, DimensionName1, DimensionName2, ...} SearchTerm', 'Statistic')

次に例を示します。

SEARCH('{AWS/EC2,InstanceId} MetricName="CPUUtilization"', 'Average')

• 検索語 SEARCH の後のクエリの最初の部分 (中括弧で囲まれている) は、検索されるメトリクススキー
マです。メトリックスキーマには、メトリクス名前空間と 1 つ以上のディメンション名が含まれていま
す。検索クエリにメトリクスキーマを含めることは、オプションです。指定した場合、メトリクスキー
マには名前空間が含まれている必要があり、その名前空間で有効な 1 つ以上のディメンション名をオプ
ションで含めることができます。

名前空間またはディメンション名にスペースまたは英数字以外の文字が含まれている場合を除き、メト
リクスキーマ内で引用符を使用する必要はありません。その場合は、それらの文字を含む名前を二重引
用符で囲む必要があります。

• また、SearchTerm もオプションですが、有効な検索には、メトリクスキーマか SearchTerm、または
その両方を含める必要があります。SearchTerm には通常、アカウント ID、メトリクス名、またはディ
メンション値が 1 つまたは複数含まれます。SearchTerm には、部分一致および完全一致で検索する用
語を複数含めることができます。ブール演算子を含めることもできます。

SearchTerm でアカウント ID を使用しても、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティのモ
ニターリングアカウントとして設定されているアカウントでのみ有効です。SearchTerm のアカウント 
ID の構文は :aws.AccountId = "444455556666" です。'LOCAL' を使用して :aws.AccountId 
= 'LOCAL' のようにモニターリングアカウント自体を指定することもできます。

詳細については、「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してくださ
い。

SearchTerm には、1 つ以上の指定子 (この例の MetricName= など) を含めることができますが、指定
子の使用は必須ではありません。

メトリクススキーマと SearchTerm は、単一引用符のペアで一緒に囲む必要があります。
• Statistic は、有効な CloudWatch 統計の名前です。一重引用符で囲む必要があります。詳細につい

ては、「統計 (p. 6)」を参照してください。

前の例では、ディメンション名として AWS/EC2 を持つすべてのメトリクスについて InstanceId 名前空
間を検索します。検出したすべての CPUUtilization メトリクスと、Average 統計を示すグラフを返し
ます。

検索式で検索できるのは、過去 2 週間以内にデータを報告したメトリクスだけです。

159



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
検索式の構文

検索式の制限

検索式の最大クエリサイズは 1,024 文字です。1 つのグラフに最大 100 つの検索式を含めることができま
す。グラフには最大 500 の時系列を表示できます。

CloudWatch 検索式: トークン分割
SearchTerm を指定すると、検索機能でトークンが検索されます。トークンは、CloudWatch で、完全な
メトリクス名、ディメンション名、ディメンション値、名前空間から自動的に生成される部分文字列で
す。CloudWatch により、元の文字列のキャメルケース文字で区別されたトークンが生成されます。数字
は新しいトークンの開始部分として、英数字以外の文字は区切り文字として機能します。その結果、英数
字以外の文字の前後にトークンが作成されます。

同じタイプのトークンの区切り文字の連続文字列は 1 つのトークンになります。

トークンはすべて小文字で生成されます。生成されたトークンの例を次の表に示します。

元の文字列 生成されたトークン

CustomCount1 customcount1, custom, count, 1

SDBFailure sdbfailure, sdb, failure

Project2-trial333 project2trial333, project, 2, trial, 333

CloudWatch 検索式: 部分一致
SearchTerm を指定すると、検索語もトークン分割されます。CloudWatch は、部分一致に基づいてメト
リクスを検索します。部分一致は、検索語から生成された単一のトークンと、メトリクス名、名前空間、
ディメンション名、またはディメンション値から生成された単一のトークンとの一致を表します。

単一のトークンに一致する部分一致検索では、大文字と小文字は区別されません。たとえば、次のいずれ
かの検索語を使用して CustomCount1 メトリクスを返すことができます。

• count
• Count
• COUNT

ただし、検索語 couNT は、cou と NT にトークン分割されるため、検索語に couNT を使用して
も、CustomCount1 は見つかりません。

元の名前に連続して現れる複数のトークンである複合トークンにも一致するように検索することもでき
ます。複合トークンと一致させるには、大文字と小文字を区別して検索します。たとえば、元の語が
CustomCount1 で、CustomCount や Count1 と検索すると一致しますが、customcount や count1 で
は一致しません。

CloudWatch 検索式: 完全一致
完全一致を必要とする検索語の部分を二重引用符で囲むことで、検索語の完全一致のみを検索するように
検索を定義することができます。これらの二重引用符は、検索語全体で使用される単一引用符で囲まれて
います。たとえば、CustomCount1 が MyNamespace という名前の名前空間にメトリクス名、ディメン
ション名、ディメンション値として存在する場合は、SEARCH(' {MyNamespace}, "CustomCount1" 
', 'Maximum') で正確な文字列が検索されます。ただし、SEARCH(' {MyNamespace}, 
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"customcount1" ', 'Maximum') または SEARCH(' {MyNamespace}, "Custom" ', 
'Maximum') と検索した場合、この文字列は見つかりません。

部分一致の語と完全一致の語を単一の検索式に組み合わせることができます。例えば、SEARCH(' {AWS/
NetworkELB, LoadBalancer} "ConsumedLCUs" OR flow ', 'Maximum') で
は、ConsumedLCUs という名前の Elastic Load Balancing メトリクスと、トークン flow を含むすべての 
Elastic Load Balancing メトリクスまたはディメンションが返されます。

次の例のように、英数字以外の文字やスペースなどの特殊文字を含む名前を見つけるには、完全一致を使
用することもお勧めします。

SEARCH(' {"My Namespace", "Dimension@Name"}, "Custom:Name[Special_Characters" ', 'Maximum')

CloudWatch 検索式: メトリクススキーマの除外
これまでに示した例にはすべて、中括弧で囲まれたメトリクスキーマが含まれています。スキーマメトリ
クスを省略する検索も有効です。

たとえば、SEARCH(' "CPUUtilization" ', 'Average') では、文字列 CPUUtilization の完全
一致であるメトリクス名、ディメンション名、ディメンション値、名前空間がすべて返ります。AWS のメ
トリクス名前空間では、Amazon EC2、Amazon ECS、SageMaker などの複数のサービスのメトリクスを
含めることができます。

この検索を 1 つの AWS サービスに絞り込むには、ベストプラクティスとして、メトリクススキーマの
名前空間と必要なディメンションを指定することをお勧めします。以下に例を示します。この場合、
検索は AWS/EC2 名前空間に絞り込まれているため、そのようなメトリクスのディメンション値として
CPUUtilization を定義した場合は、他のメトリクスの結果が返ります。

SEARCH(' {AWS/EC2, InstanceType} "CPUUtilization" ', 'Average')

または、以下の例のように、SearchTerm に名前空間を追加することもできます。ただし、この例では、
カスタムのディメンション名または値であっても、AWS/EC2 に一致します。

SEARCH(' "AWS/EC2" MetricName="CPUUtilization" ', 'Average')

CloudWatch 検索式: 検索でプロパティ名を指定する
以下の "CustomCount1" の完全一致検索では、その名称と正確に一致するすべてのメトリクスが返りま
す。

SEARCH(' "CustomCount1" ', 'Maximum')

ただし、CustomCount1 のディメンション名、ディメンション値、または名前空間のメトリクスも返りま
す。検索をさらに構造化するには、検索で見つけるオブジェクトのタイプのプロパティ名を指定します。
次の例では、すべての名前空間を検索し、CustomCount1 という名前のメトリクスが返ります。

SEARCH(' MetricName="CustomCount1" ', 'Maximum')

また、名前空間とディメンション名/値をプロパティ名として使用することもできます。以下に例を示しま
す。これらの例のうち、1 つ目は、部分一致検索でもプロパティ名を使用できることを示しています。

SEARCH(' InstanceType=micro ', 'Average')
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SEARCH(' InstanceType="t2.micro" Namespace="AWS/EC2" ', 'Average')

CloudWatch 検索式: 英数字以外の文字
英数字以外の文字は区切り文字として機能し、メトリクスの名前、ディメンション、名前空間、
および検索語をトークンに分割する場所を示します。語がトークン分割されると、英数字以外の文
字は取り除かれ、トークンには表示されません。たとえば、Network-Errors_2 では、トークン
network、errors、および 2 が生成されます。

検索語には、英数字以外の文字を含めることができます。これらの文字が検索語に含まれている場合は、
部分一致で複合トークンを指定できます。たとえば、次の検索ではすべて、Network-Errors-2 または
NetworkErrors2 という名前のメトリクスが見つかります。

network/errors
network+errors
network-errors
Network_Errors

完全な値で検索を行う場合、完全一致検索で使用される英数字以外の文字は、検索対象の文字列に含ま
れる正しい文字である必要があります。たとえば、Network-Errors-2 を検索する場合、"Network-
Errors-2" と検索すると一致しますが、"Network_Errors_2" では一致しません。

完全一致検索を行う場合、以下の文字はバックスラッシュを使ってエスケープする必要があります。

" \ ( )

たとえば、完全一致でメトリクス名 Europe\France Traffic(Network) を検索するには、検索語に
"Europe\\France Traffic\(Network\)" を使用します。

CloudWatch 検索式: ブール演算子
ブール演算子 AND、OR、NOT を SearchTerm 内で使用して検索することができます。ブール演算子は、
検索語全体を囲むために使用する単一引用符で囲まれています。ブール演算子では、大文字と小文字は区
別されるため、and、or、および not はブール演算子として有効ではありません。

AND を検索で明示的に使用することができます。たとえば、SEARCH('{AWS/EC2,InstanceId} 
network AND packets', 'Average') のように使用します。AND 演算子がない場合、検索語間に
ブール値を使用しないと明示的に検索されないため、SEARCH(' {AWS/EC2,InstanceId} network 
packets ', 'Average') では、同じ検索結果が得られます。

検索結果からデータのサブセットを除外するには NOT を使用します。たとえば、SEARCH(' {AWS/
EC2,InstanceId} MetricName="CPUUtilization" NOT i-1234567890123456 ', 
'Average') では、すべてのインスタンスの CPUUtilization が返ります (インスタンス
i-1234567890123456 は除く)。また、唯一の検索語として、NOT を使用することもできます。たとえ
ば、SEARCH( 'NOT Namespace=AWS ', 'Maximum') では、すべてのカスタムメトリクス (AWS を含
まない名前空間を含むメトリクス) が得られます。

クエリでは、複数の NOT 句を使用できます。たとえば、SEARCH(' {AWS/EC2,InstanceId} 
MetricName="CPUUtilization" NOT "ProjectA" NOT "ProjectB" ', 'Average') では、
リージョン内のすべてのインスタンスの CPUUtilization が返ります (ただし、ディメンション値
ProjectA または ProjectB が含まれるものは除く)。

強力で詳細な検索を行うには、ブール演算子を組み合わせることができます。以下に例を示します。演算
子をグループ化するには括弧を使用します。

次の 2 つの例ではいずれも、EC2 と EBS 名前空間から、ReadOps を含むメトリクス名がすべて返りま
す。
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SEARCH(' (EC2 OR EBS) AND MetricName=ReadOps ', 'Maximum')

SEARCH(' (EC2 OR EBS) MetricName=ReadOps ', 'Maximum')

次の例では、前の検索は、ProjectA を含む結果のみに絞り込まれます。その結果、ディメンションの値
になります。

SEARCH(' (EC2 OR EBS) AND ReadOps AND ProjectA ', 'Maximum')

次の例では、ネストされたグループ化を使用します。すべての関数からの Errors の Lambda メトリクス
と、ProjectA または ProjectB を含む名前の関数の Invocations を返します。

SEARCH(' {AWS/Lambda,FunctionName} MetricName="Errors" OR (MetricName="Invocations" AND 
 (ProjectA OR ProjectB)) ', 'Average')

CloudWatch 検索式: 数式の使用
検索式は、グラフ内の数式で使用できます。

例えば、SUM(SEARCH(' {AWS/Lambda, FunctionName} MetricName="Errors" ', 'Sum'))
は、すべての Lambda 関数の Errors メトリクスの合計を返します。

検索式と数式に個別の行を使用すると、より有用な結果が得られる場合があります。たとえば、グラフで
次の 2 つの式を使用するとします。最初の行には、各 Lambda 関数の各 Errors 行が表示されます。こ
の数式の ID は、e1 です。2 行目には、すべての関数からのエラーの合計を示す別の行が追加されていま
す。

SEARCH(' {AWS/Lambda, FunctionName}, MetricName="Errors" ', 'Sum')
SUM(e1)

CloudWatch 検索式の例
次の例は、検索式の使用方法と構文を示しています。リージョン内のすべてのインスタンスで
CPUUtilization を検索してから、バリエーションを見てみましょう。

この例では、リージョン内の各インスタンスの 1 行が表示されており、CPUUtilization 名前空間の
AWS/EC2 メトリクスを示します。

SEARCH(' {AWS/EC2,InstanceId} MetricName="CPUUtilization" ', 'Average')

InstanceId を InstanceType に変更すると、リージョンで使用された各インスタンスタイプの 1 行を
示すようにグラフが変更されます。各タイプのすべてのインスタンスのデータは、そのインスタンスタイ
プの 1 行に集約されます。

SEARCH(' {AWS/EC2,InstanceType} MetricName="CPUUtilization" ', 'Average')

次の例では、CPUUtilization をインスタンスタイプ別に集計しており、文字列 micro を含む各インス
タンスタイプの 1 行が表示されます。

SEARCH('{AWS/EC2,InstanceType} InstanceType=micro MetricName="CPUUtilization" ', 'Average')
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この例は、前の例を絞り込んでおり、InstanceType は、t2.micro instance の完全一致検索に変更されま
す。

SEARCH('{AWS/EC2,InstanceType} InstanceType="t2.micro" MetricName="CPUUtilization" ', 
 'Average')

次の検索では、クエリの {metric schema} 部分が削除されるため、すべての名前空間の
CPUUtilization メトリクスがグラフに表示されます。これにより、グラフには、さまざまなディメン
ションに沿って計算された、AWS の各サービスの CPUUtilization メトリクスの複数の行が含まれるた
め、多くの結果が返ることがあります。

SEARCH('MetricName="CPUUtilization" ', 'Average')

これらの結果を絞り込むために、2 つの特定のメトリクス名前空間を指定できます。

SEARCH('MetricName="CPUUtilization" AND ("AWS/ECS" OR "AWS/ES") ', 'Average')

各クエリに指定できるメトリクスキーマは 1 つのみであるため、前の例は、1 つの検索クエリで特定の複
数の名前空間の検索を実行する唯一の方法です。ただし、構造をさらに追加するには、次の例のようにグ
ラフで 2 つのクエリを使用できます。また、この例では、Amazon ECS のデータを集計するために使用す
るディメンションを指定して、構造をさらに追加しています。

SEARCH('{AWS/ECS ClusterName}, MetricName="CPUUtilization" ', 'Average')
SEARCH(' {AWS/EBS} MetricName="CPUUtilization" ', 'Average')

次の例では、ConsumedLCUs という名前の Elastic Load Balancing メトリクスと、トークン flow を含む
すべての Elastic Load Balancing メトリクスまたはディメンションが返されます。

SEARCH('{AWS/NetworkELB, LoadBalancer} "ConsumedLCUs" OR flow ', 'Maximum')

次の例では、ネストされたグループ化を使用します。すべての関数からの Errors の Lambda メトリクス
と、ProjectA または ProjectB を含む名前の関数の Invocations を返します。

SEARCH('{AWS/Lambda,FunctionName} MetricName="Errors" OR (MetricName="Invocations" AND 
 (ProjectA OR ProjectB)) ', 'Average')

以下の例では、すべてのカスタムメトリクスが表示されていますが、AWS のサービスで生成されたメトリ
クスは除きます。

SEARCH('NOT Namespace=AWS ', 'Average')

次の例では、メトリクス名、名前空間、ディメンション名、および名前の一部として文字列 Errors を含
むディメンション値を含むメトリクスが表示されています。

SEARCH('Errors', 'Average')

次の例では、検索対象を完全一致に絞り込みます。たとえば、この検索では、メトリクス名 Errors は一
致しますが、ConnectionErrors や errors という名前のメトリクスには一致しません。

SEARCH(' "Errors" ', 'Average')

次の例は、検索語のメトリクススキーマ部分にスペースまたは特殊文字を含む名前を指定する方法を示し
ています。
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SEARCH('{"Custom-Namespace", "Dimension Name With Spaces"}, ErrorCount ', 'Maximum')

CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティ検索式の例
CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティの例

CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティでモニターリングアカウントとして設定されてい
るアカウントにサインインしている場合は、SEARCH 関数を使用して指定したソースアカウントのメ
トリクスを返すことができます。詳細については、「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリ
ティ (p. 854)」を参照してください。

次の例では、アカウント ID 111122223333 のアカウントの Lambda メトリクスをすべて取得します。

SEARCH(' AWS/Lambda :aws.AccountId = "111122223333" ', 'Average')

次の例では、111122223333 と 777788889999 の 2 つのアカウントから AWS/EC2 メトリクスをすべて取
得します。

SEARCH(' AWS/EC2 :aws.AccountId = ("111122223333" OR "777788889999") ', 'Average')

次の例では、ソースアカウント 111122223333 とモニターリングアカウント自体から AWS/EC2 メトリク
スをすべて取得します。

SEARCH(' AWS/EC2 :aws.AccountId = ("111122223333" OR 'LOCAL') ', 'Average')

検索式で CloudWatch グラフを作成する
CloudWatch コンソールで、グラフをダッシュボードに追加する際に検索機能にアクセスするか、[メトリ
クス] ビューを使用することができます。

検索式に基づくアラームを作成することはできません。これは、検索式が複数の時系列を返し、数式に基
づくアラームは 1 つの時系列しか監視できないためです。

検索式をしようしてグラフを既存のダッシュボードに追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ダッシュボード] を選択し、ダッシュボードを選択します。
3. [ウィジェットの追加] を選択します。
4. [ライン] または [スタックされたエリア] を選択し、[設定] を選択します。
5. [グラフ化したメトリクス] タブで、[Add a math expression (数式の追加)] を検索します。
6. [詳細] に、必要な検索式を入力します。例えば、SEARCH('{AWS/EC2,InstanceId} 

MetricName="CPUUtilization"', 'Average') などです。
7. (オプション) 別の検索式または数式をグラフに追加するには、[Add a math expression (数式の追加)] 

を選択します。
8. (オプション) 検索式を追加した後で、各メトリクスのグラフ凡例に示す動的ラベルを指定できます。

動的ラベルは、メトリクスに関する統計を表示し、ダッシュボードまたはグラフが更新されると自動
更新されます。動的ラベルを追加するには、[グラフ化したメトリクス]、[Dynamic labels (動的ラベ
ル)] の順に選択します。

デフォルトでは、レベルに追加した動的な値はラベルの先頭に表示されます。次に、メトリクス
の [ラベル] の値をクリックしてラベルを編集できます。詳細については、「動的ラベルを使用す
る (p. 128)」を参照してください。
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9. (オプション) 単一のメトリクスをグラフに追加するには、[すべてのメトリクス] タブを選択し、必要
なメトリクスにドリルダウンします。

10. (オプション) グラフに表示される時間範囲を変更するには、グラフ上部の [カスタム] または [カスタ
ム] の左にある期間のいずれかを選択します。

11. (オプション) 水平の注釈を使用すると、メトリクスが特定のレベルまで急上昇した時点や、メトリク
スが事前定義した範囲内にあるかどうかをすばやく確認できます。水平の注釈を追加するには、[グラ
フのオプション]、[水平の注釈の追加] の順に選択します。

a. [ラベル] に、注釈のラベルを入力します。
b. [値] に、水平の注釈が表示されるメトリクス値を入力します。
c. [Fill] には、この注釈でフィルシェーディングを使用するかどうかを指定します。たとえば、対応

するエリアを塗りつぶすには Above または Below を選択します。Between を指定すると、もう 
1 つの Value フィールドが表示され、2 つの値の間のグラフのエリアが塗りつぶされます。

d. [軸] では、グラフに複数のメトリクスが含まれる場合、Value の数値が左 Y 軸または右 Y 軸のど
ちらに関連するメトリクスを指すかを指定します。

注釈の塗りつぶしの色を変更するには、注釈の左側の列の色がついた四角形を選択します。

同じグラフに複数の水平注釈を追加するには、これらのステップを繰り返します。

注釈を非表示にするには、注釈の左の列のチェックボックスをオフにします。

注釈を削除するには、[アクション] の列の [x] を選択します。
12. (オプション) 垂直の注釈は、運用イベントや、デプロイの開始/終了などのマイルストーンをグラフに

マークするために役立ちます。垂直の注釈を追加するには、[グラフのオプション]、[垂直の注釈の追
加] の順に選択します。

a. [ラベル] に、注釈のラベルを入力します。注釈で日時のみを表示するには、[ラベル] フィールド
を空白のままにします。

b. [日付] に、垂直の注釈が表示される日時を指定します。
c. [範囲] で、フィルシェーディングを垂直の注釈の前で使用するか、後で使用するか、または 2 つ

の注釈の間に使用するかを指定します。たとえば、対応するエリアを塗りつぶすには Before
または After を選択します。Between を指定すると、もう 1 つの Date フィールドが表示さ
れ、2 つの値の間のグラフのエリアが塗りつぶされます。

同じグラフに複数の垂直注釈を追加するには、これらのステップを繰り返します。

注釈を非表示にするには、注釈の左の列のチェックボックスをオフにします。

注釈を削除するには、[アクション] の列の [x] を選択します。
13. [ウィジェットの作成] を選択します。
14. [ダッシュボードの保存] を選択します。

[メトリクス] ビューを使用して、検索されたメトリクスを使用するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [検索] フィールドに、検索するトークン (例: cpuutilization t2.small) を入力します。

検索条件に一致する結果が表示されます。
4. 検索条件に一致するすべてのメトリクスをグラフ化するには、[グラフの検索] を選択します。

または
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検索を絞り込むには、検索結果に表示された名前空間のいずれかを選択します。
5. 検索を絞り込むための名前空間を選択した場合は、以下のように行うことができます。

a. 1 つ以上のメトリクスをグラフ化するには、各メトリクスの横にあるチェックボックスを選択し
ます。すべてのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択
します。

b. 検索を絞り込むには、メトリクス名にカーソルを合わせ、[検索に追加] または [これのみを検索] 
を選択します。

c. メトリクスのヘルプを表示するには、メトリクス名を選択し、[What is this?] (これは何ですか？) 
を選択します。

選択したメトリクスがグラフに表示されます。
6. (オプション) 検索バーのボタンのいずれかを選択して、検索語のその部分を編集します。
7. (オプション) グラフをダッシュボードに追加するには、[アクション]、[ダッシュボードに追加] の順に

選択します。

メトリクスの統計を取得する
CloudWatch 統計定義
統計とは、メトリクスデータを指定した期間で集計したものです。メトリクスの統計をグラフ化または取
得するときに、各統計値の計算に使用するPeriod (5 分など) を指定します。例えば、Periodが 5 分である
場合、合計は 5 分間に収集されたすべてのサンプル値の合計です。一方、Minimumは、5 分期間中に収集
された最小値です。

CloudWatch では、メトリクスの次の統計を使用できます。

• SampleCount は、期間中のデータポイント数です。
• Sum は、その期間中に収集されたすべてのデータポイントの値の合計です。
• Average は、指定した期間の Sum/SampleCount の値です。
• Minimum は、指定された期間に認められた最小値です。
• Maximum は、指定された期間に認められた最大値です。
• Percentile (p) は、データセットにおける値の相対的な位置を示します。例えば、p95 は 95 パーセンタ

イルであり、期間の 95 パーセントのデータがこの値を下回っており、5 パーセントのデータがこの値を
上回っていることを意味します。パーセンタイルにより、メトリクスデータの分布をよく理解すること
ができます。

• Trimmed mean (TM) は、指定された 2 つの境界の間にあるすべての値の平均です。平均の計算時には、
境界の外側の値は無視されます。境界は、0 ～ 100 の 1 つまたは 2 つの数値 (小数点以下 10 桁まで) で
定義します。数値には、絶対値またはパーセンテージを指定できます。例えば、tm90 は、最も高い値を
持つデータポイントの 10% を削除した後の平均を計算します。TM(2%:98%) は、最低 2% のデータポ
イントと最高 2% のデータポイントを削除した後の平均を計算します。TM(150:1000) は、150 以下、ま
たは 1000 以上のすべてのデータポイントを削除した後の平均を計算します。

• Interquartile mean (IQM) は四分位範囲のトリム平均、または値の中央の 50% です。これ
は、TM(25%:75%) に相当します。

• Winsorized mean (WM) は、トリム平均に似ています。ただし、ウィンソライズされた平均値では、境
界の外側にある値は無視されず、代わりに適切な境界のエッジにある値と等しいと見なされます。この
正規化の後、平均が計算されます。境界は、0 ～ 100 の 1 つまたは 2 つの数値 (小数点以下 10 桁まで) 
で定義します。例えば、wm98 は、最高値の 2% を 98パーセンタイルの値と等しくなるように処理し
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ながら、平均を計算します。WM(10%:90%) は、データポイントの最高 10％ を 90％ 境界の値として扱
い、データポイントの最低 10％ を 10％ 境界の値として扱います。

• Percentile rank (PR) は、固定しきい値を満たす値の割合です。例えば、PR(:300) は、300 以下の値を持
つデータポイントの割合を返します。PR(100:2000) は、100 ～ 2000 の間の値を持つデータポイントの
割合を返します。

• Trimmed count (TC) は、トリミング平均統計の選択した範囲内のデータポイント数です。例え
ば、tc90 は、値の最高 10% に含まれるデータポイントを含まないデータポイントの数を返しま
す。TC(0.005:0.030) は、0.005 (排他的) から 0.030 (包括的) の間の値を持つデータポイントの数を返し
ます。

• Trimmed sum (TS) は、トリミング平均統計の選択した範囲内のデータポイントの値の合計です。これ
は、(トリム平均値) * (トリム数) に相当します。例えば、ts90 は、値の最高 10% に含まれるデータポイ
ントを含まないデータポイントの合計を返します。TS(80%:) は、データポイント値の合計を返します。
値の範囲の最下位 80% の値を持つデータポイントは含まれません。

Note

Trimmed Mean、Trimmed Count、Trimmed Sum、および Winsorized Mean では、2 つの境界を
パーセンテージではなく固定値として定義すると、計算には上側の境界に等しい値は含まれます
が、下側の境界に等しい値は含まれません。

構文
Trimmed Mean、Trimmed Count、Trimmed Sum、および Winsorized Mean には、次の構文規則が適用さ
れます。

• 1 つまたは 2 つの数値にパーセント記号を付けた括弧を使用すると、指定した 2 つの百分位数の間にあ
るデータセット内の値として使用する境界が定義されます。例えば、TM(10%:90%) では、10 番目から 
90 番目の百分位数の間の値のみが使用されます。TM(:95%) では、設定されたデータの最下端から 95 
パーセンタイルまでの値が使用され、最も高い値を持つデータポイントの 5% は無視されます。

• パーセント記号を付けずに 1 つまたは 2 つの数値に括弧を使用すると、指定した明示的な値の間に収ま
るデータセット内の値として使用する境界が定義されます。例えば、TC(80:500) は、80 (排他的) から 
500 (包括的) の値のみを使用します。TC(:0.5) では、0.5 以下の値のみが使用されます。

• 括弧を付けずに 1 つの数値を使用すると、指定した百分位数よりも大きいデータポイントは無視され、
パーセンテージを使用して計算されます。例えば、tm99 は、最も高い値を持つデータポイントの 1% を
無視して平均を計算します。これは、TM(:99%) と同じです。

• Trimmed mean、Trimmed Count、Trimmed Sum、および Winsorized Mean は、範囲を指定するとき
に、すべて大文字を使用して省略できます。例えば、TM(5%:95%)、TM (100:200)、またはTM(:95%) な
どです。例えば、tm99 など、数字を 1 つだけ指定する場合は、小文字のみを使用して省略できます。

統計ユースケース
• Trimmed mean は、ウェブページのレイテンシーなど、大きなサンプルサイズのメトリクスで最も便

利です。例えば、tm99 は、ネットワークの問題や人為的なエラーから生じる可能性のある極端に高
い外れ値を無視し、一般的なリクエストの平均レイテンシーに対してより正確な数を与えます。同様
に、TM(10%:) は、キャッシュヒットによるレイテンシー値など、レイテンシー値の最低 10% を無視し
ます。そして、TM(10%:99%) は、こうしたタイプの外れ値の両方を除外します。レイテンシーのモニ
タリングには、トリミング平均を使用することをお勧めします。

• トリミング平均を使用するときは常に、トリミングされたカウントを監視し、トリミングされた平均計
算で使用される値の数が統計的に有意になるほど十分であることを確認することをお勧めします。

• 百分位ランクを使用すると、値を範囲の「ビン」に入れることができ、これを使用して手動でヒストグ
ラムを作成できます。これを行うには、値を PR(:1)、PR(1:5)、PR(5:10)、および PR(10:) などさまざま
なビンに分割します。これらのビンのそれぞれを棒グラフとして可視化すると、ヒストグラムが得られ
ます。
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百分位数対トリミング平均
p99 などの百分位数および tm99 などのトリミングされた平均値は、類似しているが、同一ではない値を
測定します。p99 および tm99 の両方は、外れ値と見なされる最も高い値を持つデータポイントの 1% を
無視します。その後、p99 は残りの 99% の最大値となり、tm99 は残りの 99% の平均値となります。ウェ
ブリクエストのレイテンシーを見ている場合は、p99 は、外れ値を無視して、最悪のカスタマーエクスペ
リエンスを示しますが、tm99 は、外れ値を無視して、平均的なカスタマーエクスペリエンスを示します。

Trimed mean は、カスタマーエクスペリエンスの最適化を検討しているかどうかを確認するのに適したレ
イテンシー統計です。

百分位数、調整平均値、およびその他の統計量を使用するための
要件
CloudWatch は、以下の統計を計算するために、raw データポイントを必要とします。

• パーセンタイル
• トリム平均
• 四分位平均
• ウィンソライズ平均
• トリム合計
• トリム数
• パーセンタイルランク

raw データの代わりに統計セットを使用してカスタム統計のデータを発行する場合は、以下の条件のいず
れかが真である場合のみ、このデータのこれらのタイプの統計を取得できます。

• 統計セットの SampleCount 値は 1 で、Min、Max、Sum はすべて等しくなります。
• Min と Max は等しく、Sum は Min に SampleCount を乗算した値に等しくなります。

次の AWS サービスには、パーセンタイルこれらのタイプの統計をサポートするメトリクスが含まれてい
ます。

• API Gateway
• Application Load Balancer
• Amazon EC2
• Elastic Load Balancing
• Kinesis
• Amazon RDS

さらに、これらのタイプの統計は、メトリクス値が負の数値のメトリクスに対して使用することはできま
せん。

次の例では、EC2 インスタンスなどのリソースに対する CloudWatch メトリクスの統計を取得する方法を
説明します。

例
• 特定のリソースの統計を取得する (p. 170)
• 統計をリソース間で集計する (p. 172)
• Auto Scaling グループ別に統計を集計する (p. 174)
• Amazon マシンイメージ (AMI) で統計を集計する (p. 175)
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特定のリソースの統計を取得する
次の例では、特定の EC2 インスタンスの最大 CPU 使用率を特定する方法を説明します。

要件

• インスタンスの ID が必要です。インスタンス ID は、Amazon EC2 コンソールまたは describe-
instances コマンドを使って取得します。

• デフォルトでは、基本モニターリングが有効化されていますが、詳細モニターリングを有効化すること
もできます。詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンス
の詳細モニターリングの有効化または無効化」を参照してください。

コンソールを使用して特定のインスタンスの平均 CPU 使用率を表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [EC2] メトリクス名前空間を選択します。

4. [インスタンス別メトリクス] のディメンションを選択します。

170

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instances.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-instances.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-cloudwatch-new.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-cloudwatch-new.html
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
特定のリソースの統計を取得する

5. 検索フィールドに CPUUtilization と入力して Enter キーを押します。特定のインスタンスの行を
選択します。これにより、そのインスタンスの [CPUUtilization] メトリクスのグラフが表示されま
す。グラフの名前を変更するには、鉛筆アイコンを選択します。時間範囲を変更するには、事前定義
済みの値を選択するか、[custom] を選択します。

6. 統計を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、統計
または事前定義パーセンタイルのうち 1 つを選択するか、カスタムパーセンタイル (p99.999 など) 
を指定します。

7. 期間を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、次に
異なる値を選択します。

AWS CLI を使用して、EC2 インスタンスあたりの CPU 使用率を取得するには

次のように get-metric-statistics コマンドを使用して、指定のインスタンスの CPUUtilization メトリク
スを取得します。

171

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudwatch/get-metric-statistics.html


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
統計をリソース間で集計する

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization \
--dimensions Name=InstanceId,Value=i-1234567890abcdef0 --statistics Maximum \
--start-time 2016-10-18T23:18:00 --end-time 2016-10-19T23:18:00 --period 360

返される統計は、リクエストされた 24 時間間隔の 6 分の値です。それぞれの値は、特定の 6 分間の間
に指定されたインスタンスの最大 CPU 使用率を表しています。データポイントは時系列順に返されませ
ん。例に示した出力の先頭 (完全な出力には、6 分ごと 24 時間のデータポイントを含む) を以下に示しま
す。

{ 
    "Datapoints": [ 
        { 
            "Timestamp": "2016-10-19T00:18:00Z",  
            "Maximum": 0.33000000000000002,  
            "Unit": "Percent" 
        },  
        { 
            "Timestamp": "2016-10-19T03:18:00Z",  
            "Maximum": 99.670000000000002,  
            "Unit": "Percent" 
        },  
        { 
            "Timestamp": "2016-10-19T07:18:00Z",  
            "Maximum": 0.34000000000000002,  
            "Unit": "Percent" 
        },  
        ... 
    ],  
    "Label": "CPUUtilization"
}

統計をリソース間で集計する
複数のリソース間で AWS リソースのメトリクスを集計することができます。メトリクスは、リージョン
間で完全に分離されていますが、メトリクス計算を使用して、リージョン間で類似したメトリクスを集計
できます。詳細については、「Metric Math を使用する (p. 138)」を参照してください。

たとえば、詳細モニターリングが有効化されているすべての EC2 インスタンスで統計を集計することが
できます。その場合、基本モニターリングを使用するインスタンスは含まれません。そのため、1 分間隔
でデータを提供する詳細モニターリング (有料) を有効化する必要があります。詳細については、Linux イ
ンスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスの詳細モニターリングの有効化または無効
化」を参照してください。

この例では、EC2 インスタンスの平均 CPU 使用率を取得する方法を説明します。ディメンションを指定
していないため、CloudWatch は、AWS/EC2 名前空間にある全ディメンションの統計を返します。その他
のメトリクスの統計を取得するには、CloudWatch メトリクスを発行する AWS のサービス (p. 1012) を参
照してください。

Important

AWS 名前空間にあるすべてのディメンションを取得するこの手法は、Amazon CloudWatch に発
行するカスタム名前空間では機能しません。カスタム名前空間の場合、データポイントを含む統
計を取得するには、そのデータポイントに関連付けられたディメンション一式をすべて指定する
必要があります。

EC2 インスタンスの平均 CPU 使用率を表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [EC2] 名前空間を選択し、次に [Across All Instances] を選択します。
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4. [CPUUtilization] を含む行を選択します。すべての EC2 インスタンスのメトリクスがグラフとし
て表示されます。グラフの名前を変更するには、鉛筆アイコンを選択します。時間範囲を変更するに
は、事前定義済みの値を選択するか、[custom] を選択します。

5. 統計を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、統計
または事前定義パーセンタイルのうち 1 つを選択するか、カスタムパーセンタイル (p95.45 など) を
指定します。

6. 期間を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、次に
異なる値を選択します。

AWS CLI を使用して EC2 インスタンス間での平均で CPU 使用率を取得するには

以下のように get-metric-statistics コマンドを使用します。

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization --
statistics "Average" "SampleCount" \
--start-time 2016-10-11T23:18:00 --end-time 2016-10-12T23:18:00 --period 3600

出力例を次に示します。

{ 
    "Datapoints": [ 
        { 
            "SampleCount": 238.0,  
            "Timestamp": "2016-10-12T07:18:00Z",  
            "Average": 0.038235294117647062,  
            "Unit": "Percent" 
        },  
        { 
            "SampleCount": 240.0,  
            "Timestamp": "2016-10-12T09:18:00Z",  
            "Average": 0.16670833333333332,  
            "Unit": "Percent" 
        },  
        { 
            "SampleCount": 238.0,  
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            "Timestamp": "2016-10-11T23:18:00Z",  
            "Average": 0.041596638655462197,  
            "Unit": "Percent" 
        },  
        ... 
    ],  
    "Label": "CPUUtilization"
}

Auto Scaling グループ別に統計を集計する
Auto Scaling グループ内で EC2 インスタンスの統計を集計することができます。メトリクスはリージョン
別に完全に独立していますが、CloudWatch のメトリクス数式を使用すると、複数のリージョンのメトリ
クスを集計および変換できます。クロスアカウントダッシュボードを使用して、複数の異なるアカウント
のメトリクスに対してメトリック数式を実行することもできます。

この例では、1 つの Auto Scaling グループについて、ディスクに書き込まれた総バイト数を取得する方法
を説明します。合計は、指定された Auto Scaling グループのすべての EC2 インスタンスで、24 時間おき
に 1 分間に対して算出されます。

コンソールを使い、Auto Scaling グループ内のインスタンスの DiskWriteBytes を表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。
3. [EC2] 名前空間を選択し、次に [By Auto Scaling Group] (Auto Scaling グループ別) を選択します。
4. [DiskWriteBytes] メトリクスの行と特定の Auto Scaling グループを選択します。すると、その Auto 

Scaling グループ内にあるインスタンスのメトリクスがグラフとして表示されます。グラフの名前を
変更するには、鉛筆アイコンを選択します。時間範囲を変更するには、事前定義済みの値を選択する
か、[custom] を選択します。

5. 統計を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、統計
または事前定義パーセンタイルのうち 1 つを選択するか、カスタムパーセンタイル (p95.45 など) を
指定します。

6. 期間を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、次に
異なる値を選択します。

AWS CLI を使用して Auto Scaling グループのインスタンス内の DiskWriteBytes を取得するには
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以下のように get-metric-statistics コマンドを使用します。

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name DiskWriteBytes   
--dimensions Name=AutoScalingGroupName,Value=my-asg --statistics "Sum" "SampleCount" \
--start-time 2016-10-16T23:18:00 --end-time 2016-10-18T23:18:00 --period 360

出力例を次に示します。

{ 
    "Datapoints": [ 
        { 
            "SampleCount": 18.0,  
            "Timestamp": "2016-10-19T21:36:00Z",  
            "Sum": 0.0,  
            "Unit": "Bytes" 
        },  
        { 
            "SampleCount": 5.0,  
            "Timestamp": "2016-10-19T21:42:00Z",  
            "Sum": 0.0,  
            "Unit": "Bytes" 
        } 
    ],  
    "Label": "DiskWriteBytes"
}

Amazon マシンイメージ (AMI) で統計を集計する
統計の集計は、詳細モニターリングが有効化されている EC2 インスタンスに対して行うことができます。
その場合、基本モニターリングを使用するインスタンスは含まれません。詳細については、Linux インス
タンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスの詳細モニターリングの有効化または無効化」
を参照してください。

この例では、指定した AMI を使用するすべてのインスタンスの平均 CPU 使用率を特定する方法を説明し
ます。平均値は、1 日間、60 秒間隔の平均値です。

コンソールを使い、AMI 別の平均 CPU 使用率を表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。
3. [EC2] 名前空間を選択し、次に [By Image (AMI) Id] を選択します。
4. [CPUUtilization] メトリクスの行と特定の AMI を選択します。すると、その AMI のメトリクスが

グラフとして表示されます。グラフの名前を変更するには、鉛筆アイコンを選択します。時間範囲を
変更するには、事前定義済みの値を選択するか、[custom] を選択します。
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5. 統計を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、統計
または事前定義パーセンタイルのうち 1 つを選択するか、カスタムパーセンタイル (p95.45 など) を
指定します。

6. 期間を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、次に
異なる値を選択します。

AWS CLI を使用して、AMI 別の平均 CPU 使用率を取得するには

以下のように get-metric-statistics コマンドを使用します。

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/EC2 --metric-name CPUUtilization \
--dimensions Name=ImageId,Value=ami-3c47a355 --statistics Average \
--start-time 2016-10-10T00:00:00 --end-time 2016-10-11T00:00:00 --period 3600

オペレーションは、1 日間 1 時間おきの統計を返します。それぞれの値は、指定した AMI を実行する EC2 
インスタンスの平均 CPU 使用率 (%) を表します。以下は出力例です。

{ 
    "Datapoints": [ 
        { 
            "Timestamp": "2016-10-10T07:00:00Z",  
            "Average": 0.041000000000000009,  
            "Unit": "Percent" 
        },  
        { 
            "Timestamp": "2016-10-10T14:00:00Z",  
            "Average": 0.079579831932773085,  
            "Unit": "Percent" 
        },  
        { 
            "Timestamp": "2016-10-10T06:00:00Z",  
            "Average": 0.036000000000000011,  
            "Unit": "Percent" 
        },  
        ... 
    ],  
    "Label": "CPUUtilization"
}
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カスタムメトリクスをパブリッシュする
AWS CLI または API を使用して、独自のメトリクスを CloudWatch に発行できます。AWS Management 
Console で発行したメトリクスの統計グラフを表示できます。

CloudWatch は、一連のデータポイントとしてメトリクスに関するデータを格納します。各データポイン
トには関連するタイムスタンプがあります。さらに、統計セットという集約されたデータポイント一式を
パブリッシュすることもできます。

トピック
• 高解像度のメトリクス (p. 177)
• ディメンションを使用する (p. 177)
• 単一データポイントを公開する (p. 178)
• 統計セットを公開する (p. 179)
• 値ゼロを公開する (p. 179)
• メトリクスの公開を停止する (p. 179)

高解像度のメトリクス
各メトリクスは次のいずれかです。

• 詳細度が 1 分のデータを含む、標準の解像度
• 詳細度が 1 秒のデータを含む高解像度

AWS のサービスによって生成されたメトリクスは、デフォルトで標準解像度になります。カスタムメトリ
クスを発行するときは、標準解像度または高解像度のいずれかとして定義できます。高分解能のメトリク
スをパブリッシュすると、CloudWatch はそれを 1 秒の分解能で保存します。ユーザーは、1 秒、5 秒、10 
秒、30 秒、または 60 秒の倍数の期間でメトリクスを読み取り、取得できます。

高解像度メトリクスを使用すれば、アプリケーションの 1 分未満のアクティビティをより迅速に把握で
きます。PutMetricData がカスタムメトリクスを呼び出す場合、課金されることに注意してください。
そのため、高解像度で PutMetricData を頻繁に呼び出すと、高額な料金が発生する可能性がありま
す。CloudWatch の料金の詳細については、Amazon CloudWatch の料金をご覧ください。

高解像度メトリクスでアラームを設定する場合、10 秒または 30 秒の期間で高解像度アラームを指定する
か、60 秒の倍数の期間で通常のアラームを設定できます。10 秒または 30 秒の期間の高解像度アラームで
は、料金が高くなります。

ディメンションを使用する
カスタムメトリクスでは、--dimensions パラメータは一般的です。ディメンションでは、これに加え
て、メトリクスの内容やメトリクスによって保存されるデータまで分かります。1 つのメトリクスには
最大 30 個のディメンションを割り当てることができ、各ディメンションは名前と値のペアで定義されま
す。

使用するコマンドが異なる場合は、使用するディメンションも異なります。put-metric-data を使用する
場合は、各ディメンションを MyName=MyValue と指定しますが、get-metric-statistics または put-metric-
alarm を使用する場合は、Name=MyName、Value=MyValue を使用します。たとえば、次のコマンドで
は、「InstanceId」と「InstanceType」という名前の 2 つのディメンションを持つ「Buffers」メト
リクスを発行します。

aws cloudwatch put-metric-data --metric-name Buffers --namespace MyNameSpace --unit Bytes 
 --value 231434333 --dimensions InstanceId=1-23456789,InstanceType=m1.small
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このコマンドは、同一メトリクスの統計情報を取得します。ディメンションが 1 つの場合は、名前と値を
カンマで区切り、複数ある場合は、1 つめのディメンションと 2 つめのディメンションの間にスペースを
使用します。

aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name Buffers --namespace MyNameSpace --
dimensions Name=InstanceId,Value=1-23456789 Name=InstanceType,Value=m1.small --start-time 
 2016-10-15T04:00:00Z --end-time 2016-10-19T07:00:00Z --statistics Average --period 60

また、1 つのメトリクスに複数のディメンションを含む場合は、get-metric-statistics を使用するときに、
定義されているディメンションごとに値を指定する必要があります。例えば、Amazon S3 メトリクス
BucketSizeBytes に、BucketName と StorageType の 2 つのディメンションが含まれている場合
は、get-metric-statistics を使用して両方のディメンションを指定する必要があります。

aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name BucketSizeBytes --start-time 
 2017-01-23T14:23:00Z --end-time 2017-01-26T19:30:00Z --period 3600 --namespace 
 AWS/S3 --statistics Maximum --dimensions Name=BucketName,Value=MyBucketName
 Name=StorageType,Value=StandardStorage --output table

メトリクスに定義されているディメンションを確認するには、list-metrics コマンドを使用します。

単一データポイントを公開する
新規または既存のメトリクスに単一のデータポイントをパブリッシュするには、1 つの値とタイムスタン
プで put-metric-data コマンドを呼び出します。たとえば、次のアクションはそれぞれ 1 つのデータポイン
トを発行しています。

aws cloudwatch put-metric-data --metric-name PageViewCount --namespace MyService --value 2 
 --timestamp 2016-10-20T12:00:00.000Z
aws cloudwatch put-metric-data --metric-name PageViewCount --namespace MyService --value 4 
 --timestamp 2016-10-20T12:00:01.000Z
aws cloudwatch put-metric-data --metric-name PageViewCount --namespace MyService --value 5 
 --timestamp 2016-10-20T12:00:02.000Z

新しいメトリクス名でこのコマンドを呼び出すと、CloudWatch がメトリクスを作成します。そうでない
場合、CloudWatch は指定した既存のメトリクスとデータを関連付けます。

Note

メトリクスを作成したら、get-metric-statistics コマンドを用いてその新規メトリクスの統計を取
得できるようになるまで最大 2 分かかります。ただし、list-metrics コマンドを用いて取得したメ
トリクスのリストに新規メトリクスが表示されるまでは最大 15 分かかることがあります。

粒度が 1 秒の 1,000 分の 1 のタイムスタンプでデータポイントをパブリッシュできますが、CloudWatch 
は、データを最小粒度の 1 分に集約します。CloudWatch は 1 分の期間ごとに受け取った値の平均 (すべて
の項目の合計を項目数で割った値) と、同じ期間内のサンプル数、最大値、最小値を記録します。たとえ
ば、前の例の PageViewCount メトリクスには、3 つのデータポイントで、数秒違いのタイムスタンプが
あります。期間が 1 分に設定されている場合、3 つのデータポイントはタイムスタンプがすべて 1 分の期
間内にあるため、CloudWatch はそれらを集約します。

パブリッシュしたデータポイントを基に、get-metric-statistics コマンドを用いて統計を取得できます。

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace MyService --metric-name PageViewCount \
--statistics "Sum" "Maximum" "Minimum" "Average" "SampleCount" \
--start-time 2016-10-20T12:00:00.000Z --end-time 2016-10-20T12:05:00.000Z --period 60

以下は出力例です。
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{ 
    "Datapoints": [ 
        { 
            "SampleCount": 3.0,  
            "Timestamp": "2016-10-20T12:00:00Z",  
            "Average": 3.6666666666666665,  
            "Maximum": 5.0,  
            "Minimum": 2.0,  
            "Sum": 11.0,  
            "Unit": "None" 
        } 
    ],  
    "Label": "PageViewCount"
}

統計セットを公開する
さらに、CloudWatch にパブリッシュする前にデータを集約することができます。各分に複数のデータポ
イントがある場合、データを集約して put-metric-data への呼び出し回数を最小化できます。たとえば、
互いに 3 秒以内の位置にある 3 つのデータポイントに対して put-metric-data を複数回呼び出す代わり
に、--statistic-values パラメータを使用して、1 回の呼び出しで発行できる統計セットにデータを
集約できます。

aws cloudwatch put-metric-data --metric-name PageViewCount --namespace MyService
 --statistic-values Sum=11,Minimum=2,Maximum=5,SampleCount=3 --
timestamp 2016-10-14T12:00:00.000Z

CloudWatch は、raw データポイントを使用してパーセンタイルを計算します。統計セットを使用してデー
タを発行する場合は、以下の条件のいずれかが真である場合を除き、このデータのパーセンタイル統計を
取得することはできません。

• 統計セットの SampleCount が 1
• 統計セットの Minimum と Maximum が同一である

値ゼロを公開する
データが散発的で、関連データがない期間がある場合、その期間に対して値ゼロ 0 をパブリッシュ
するか、全く値なしにするかを選択できます。アプリケーションの状態をモニターリングするために
PutMetricData を周期的に呼び出す場合、値なしにするのではなく、値ゼロ (0) をパブリッシュす
ることができます。例えば、アプリケーションが 5 分ごとにメトリクスをパブリッシュできない場
合、CloudWatch アラームを設定できます。そのようなアプリケーションに関連データがない期間ではゼ
ロ（0）をパブリッシュさせることができます。

また、データポイントの総数を追跡する場合、または最小値や平均値などの統計に値 0 のデータポイント
を含める場合も 0 をパブリッシュすることがあります。

メトリクスの公開を停止する
CloudWatch へのカスタムメトリクスの公開を停止するには、アプリケーションまたはサービスのコード
を変更して、PutMetricData の使用を停止します。CloudWatch はアプリケーションからメトリクスをプル
せず、プッシュされたもののみを受信するため、メトリクスの公開を停止するには、ソースでメトリクス
を停止する必要があります。
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使用

Amazon CloudWatch でメトリクスと複合アラームを作成できます。

• 1 つの CloudWatch メトリクスを監視する、または複数の CloudWatch メトリクスに基づく数式の結果
を監視するメトリクスアラーム。アラームは、メトリクスや式の値が複数の期間にわたって特定のしき
い値を超えた場合に 1 つ以上のアクションを実行します。アクションでは、Amazon SNS トピックに通
知を送信したり、Amazon EC2 アクションまたは Amazon EC2 Auto Scaling アクションを実行できま
す。また、Systems Manager で OpsItem またはインシデントを作成できます。

• 複合アラームには、作成した他のアラームのアラーム状態を考慮したルール式が含まれます。複合ア
ラームは、ルールのすべての条件が満たされた場合に限り、ALARM 状態になります。複合アラームの
ルール式で指定されたアラームには、メトリクスアラームやその他の複合アラームを含めることができ
ます。

複合アラームを使用すると、アラームノイズを低減できます。複数のメトリクスアラームを作成する、
複合アラームを作成する、または複合アラームに対してのみアラートを設定することができます。たと
えば、複合が ALARM 状態になるのは、基盤となるすべてのメトリクスアラームが ALARM 状態である
場合だけです。

複合アラームは、状態が変更されたときに Amazon SNS 通知を送信できます。また、ALARM 状態に
なったときに Systems Manager の OpsItems またはインシデントを作成できますが、EC2 アクション
または Auto Scaling アクションを実行することはできません。

Note

AWS アカウントでは、必要な数だけアラームを作成できます。

ダッシュボードにアラームを追加すると、複数のリージョンにまたがる AWS リソースとアプリケー
ションを監視してアラートを受信できます。ダッシュボードにアラームを追加すると、アラーム
は、INSUFFICIENT_DATA 状態の場合はグレーに変わり、ALARM 状態の場合は赤に変わります。OK 状態
の場合、アラームは色なしで表示されます。

また、CloudWatch コンソールのナビゲーションペインで、最近アクセスしたアラームを [Favorites 
and recents] (お気に入りと最近のアクセス) オプションからお気に入りに登録できます。[Favorites and 
recents] (お気に入りと最近のアクセス) オプションには、お気に入りのアラームと最近アクセスしたア
ラームの列があります。

アラームは、アラームの状態が変わった場合にのみアクションを呼び出します。例外は、Auto Scaling ア
クションを持つアラームの場合です。Auto Scaling アクションの場合、アラームは 1 分間に 1 回アクショ
ンを呼び出し続け、アラームが新しい状態のままになります。

アラームは、同じアカウントのメトリックスを監視できます。CloudWatch コンソールでクロスアカウン
ト機能を有効にしている場合は、他のAWSアカウントを監視するアラームも作成できます。クロスアカウ
ント複合アラームの作成はサポートされていません。数式を使用するクロスアカウントアラームの作成が
サポートされていますが、ANOMALY_DETECTION_BAND、INSIGHT_RULE、および SERVICE_QUOTA 関
数は、クロスアカウントアラームではサポートされていません。

Note

CloudWatch は、指定したアクションのテストや検証は行いません。また、存在しないアクショ
ンの呼び出しから生じる Amazon EC2 Auto Scaling や Amazon SNS のエラーも検出しません。
アラームアクションが存在していることを確認してください。
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メトリクスアラームの状態
メトリクスアラームには次の状態があります。

• OK – メトリクスや式は、定義されているしきい値の範囲内です。
• ALARM – メトリクスまたは式が、定義されているしきい値を超えています。
• INSUFFICIENT_DATA – アラームが開始直後であるか、メトリクスが利用できないか、メトリクス用の

データが不足しているため、アラームの状態を判定できません。

アラームの評価
アラームを作成するときに、CloudWatch がアラームの状態を変更するタイミングを評価できるように 3 
つの設定を指定します。

• [期間] は、アラームの各データポイントを作成するためにメトリクスや式を評価する期間です。これは
秒単位で表されます。

• [評価期間] は、アラームの状態を決定するまでに要する直近の期間 (データポイント) の数です。
• [Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント)] は、アラームが ALARM 状態に移るためにし

きい値を超過する必要がある評価期間内のデータポイントの数です。しきい値を超過したデータポイン
トは連続している必要はありません。しかしすべてが [Evaluation Period] (評価期間) に相当する直近の
データポイント数に含まれている必要があります。

期間が 1 分以上の場合、アラームは 1 分ごとに評価され、評価は [期間] と [評価期間] で定義されている時
間枠に基づいて行われます。例えば、[期間] が 5 分 (300 秒) で、[評価期間] が 1 の場合、5 分終了時に、
アラームは 1 分～5 分のデータに基づいて評価されます。続いて、6 分終了時に、2 分～6 分のデータに基
づいてアラームが評価されます。

アラーム期間が 10 秒または 30 秒の場合、アラームは 10 秒ごとに評価されます。

次の図では、メトリクスアラームのアラームしきい値が 3 単位に設定されています。[Evaluation Periods 
(評価期間)] と [Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント)] はどちらも 3 です。つまり、連
続する最新の 3 つの期間内の既存のデータポイントすべてがしきい値を上回わると、アラームは ALARM
状態になります。この図では、第 3 期間から第 5 期間にかけてこれが発生します。第 6 期間で値がしきい
値を下回り、評価対象の期間の 1 つが超過していないため、アラームの状態は OK に変化します。第 9 期
間中のしきい値に再度超過がありますが、1 つの期間のみです。そのため、アラームの状態は OK のままで
す。
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[Evaluation Periods (評価期間)] と [Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント)] に異なる値
を設定する場合、「N 個中 M 個」のアラームを設定することになります。[Datapoints to Alarm (アラーム
を実行するデータポイント)] が (「M」)、[Evaluation Periods (評価期間)] が (「N」) です。評価間隔は、
データポイント数を期間で乗算した値です。たとえば、1 分の期間を持つ 5 個のデータポイントのうち 4 
個を設定した場合、評価間隔は 5 分です。10 分の期間を持つ 3 個のデータポイントのうち 3 個を設定し
た場合、評価間隔は 30 分です。

Note

アラームの作成後すぐにデータポイントが欠落し、アラームの作成前にメトリクスが 
CloudWatch に報告されている場合、CloudWatch はアラームを評価する際にアラーム作成前の直
近のデータポイントを取得します。

アラームアクション
OK、ALARM、および INSUFFICENT_DATA の状態の間で状態が変わったときに、アラームが実行する
アクションを指定できます。アラームアクションの最も一般的なタイプは、Amazon Simple Notification 
Service トピックにメッセージを送信して 1 人または複数のユーザーに通知することです。Amazon SNS 
の詳細については、「Amazon SNS とは」を参照してください。

3 つの状態それぞれに移行するアクションを設定できます。Auto Scaling アクションを除き、アクション
は状態遷移時にのみ発生し、その状態が数時間または数日間続く場合は再実行されません。1 つのアラー
ムに対して複数のアクションが許可されているという事実を利用して、しきい値を超えたときと、しきい
値を超えた状態が終了したときに E メールを送信することができます。これにより、スケーリングまたは
回復のアクションが予想どおりにトリガーされ、期待どおりに機能していることを確認できます。

EC2 メトリクスに基づくアラームは、EC2 インスタンスの停止、終了、再起動、復旧などの EC2 アク
ションを実行することもできます。詳細については、「EC2 インスタンスを停止、終了、再起動、または
復旧するアラームを作成する (p. 212)」を参照してください。

アラームは、Auto Scaling グループをスケールするアクションを実行することもできます。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling のステップおよびシンプルスケーリングポリシー」を参照してくださ
い。

Systems Manager Ops Center で OpsItems を作成したり、AWS Systems Manager Incident Manager で
インシデントを作成したりするアラームを設定することもできます。これらのアクションは、アラームが 
ALARM 状態になった場合にのみ実行されます。詳細については、「アラームから OpsItems を作成するよ
うに CloudWatch を設定する」および「インシデントの作成」を参照してください。
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CloudWatch アラームの欠落データの処理の設定
場合によっては、メトリクスの予想されるすべてのデータポイントが CloudWatch にレポートされないこ
とがあります。たとえば、接続が失われた場合、サーバーがダウンした場合、メトリクスがデータを断続
的にのみ報告する設計になっている場合などに、これが発生する可能性があります。

CloudWatch では、アラームを評価する際の欠落データポイントの処理方法を指定できます。これによ
り、モニターリング対象のデータのタイプに適した場合にのみ ALARM 状態になるように、アラームを設定
できます。欠落データが問題を示すものではない場合の誤検出を避けることができます。

各アラームが常に 3 つの状態のいずれかであるように、CloudWatch にレポートされるデータポイントは
それぞれ、次の 3 つのカテゴリのいずれかの状態に該当します。

• Not breaching (しきい値内)
• Breaching (しきい値を超過)
• Missing (見つからない)

アラームごとに、CloudWatch が欠落データポイントを次のいずれかとして処理するように指定できま
す。

• notBreaching – 欠落データポイントは「良好」かつしきい値内として扱われます。
• breaching – 欠落データポイントは「不良」とされ、しきい値超過として扱われます。
• ignore – 現在のアラーム状態が維持されます。
• missing – アラーム評価範囲内のすべてのデータポイントがない場合、アラームは 

INSUFFICIENT_DATA に移行します。

最適な選択は、メトリクスの種類によって異なります。インスタンスの CPUUtilization など、継続
的にデータを報告するメトリクスの場合、欠落データポイントは問題の発生を示している可能性がある
ため、breaching として処理します。ただし、Amazon DynamoDB の ThrottledRequests など、エ
ラー発生時のみデータポイントを生成するメトリクスの場合は、notBreaching として欠落データを処理
します。デフォルトの動作は missing です。

アラームに最適なオプションを選択することで、アラームが、不要で誤解を招く状態に変更されることを
防ぐだけでなく、システムの状態をさらに正確に表すことができます。

Important

AWS/DynamoDB 名前空間のメトリクスを評価するアラームでは、アラームで欠落データを扱
う方法について他のオプションを選択した場合でも、欠落データは常に無視されます。AWS/
DynamoDB メトリクスに欠落データがある場合、そのメトリクスを評価するアラームは現在の状
態のままです。

データが欠落した場合のアラーム状態の評価方法
アラームが状態を変更するかどうかを評価するたびに、CloudWatch は [Evaluation Periods (評価期間)] に
指定されている数よりも多くのデータポイントを取得しようとします。取得を試みるデータポイントの正
確な数は、アラーム期間の長さと、基づいているメトリクスが標準解像度か高解像度かによって異なりま
す。取得を試みるデータポイントのタイムフレームは評価範囲です。

CloudWatch がこれらのデータポイントを取得すると、次の処理が実行されます。

• 評価範囲内のデータポイントが欠落していない場合、CloudWatch は収集された最新のデータポイント
に基づいてアラームを評価します。評価されるデータポイントの数は、アラームの [Evaluation Periods 
(評価期間) ] と同じです。評価範囲内のよりさかのぼった時点からの余分なデータポイントは必要なく、
無視されます。
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• 評価範囲内のデータポイントの一部が欠落しているが、評価範囲から正常に取得された既存のデータポ
イントの合計数がアラームの [Evaluation Periods (評価期間) ] 以上である場合、CloudWatch は、最新の
正常に取得された最新のデータポイントに基づいたアラームの状態を評価します (評価範囲内のよりさ
かのぼった時点からの必要な追加データポイントを含む)。この場合、欠落データを処理する方法に設定
した値は不要であり、無視されます。

• 評価範囲のデータポイントの一部が欠落しており、取得された既存のデータポイントの数がアラームの 
[Evaluation Periods (評価期間)] の数を下回る場合、CloudWatch によって、欠落データ部分に欠落デー
タの処理方法に指定された結果が入力され、アラームが評価されます。ただし、評価範囲内のすべての
実際のデータポイントが評価に含まれます。CloudWatch は、欠落データポイントの使用を最小限に抑
えます。

Note

この動作の特殊なケースは、メトリクスのフローが停止した後の一定期間、CloudWatch アラー
ムが最後のデータポイントのセットを繰り返し再評価する可能性があることです。この再評価
により、メトリクスのストリームが停止する直前にアラームの状態が変更されていた場合に、ア
クションが再実行される可能性があります。この動作を軽減するには、より短い期間を使用しま
す。

次の表は、アラーム評価の動作の例を示しています。最初の表では、[Datapoints to Alarm (アラームを発
生させるデータポイント数)] と [Evaluation Periods (評価期間)] はどちらも 3 です。CloudWatch は、直近
の 3 個のデータポイントの一部が欠落している場合、アラームを評価する際に直近のデータポイントを 5 
個取得します。5 はアラームの評価範囲です。

列 1 は、評価範囲が 5 であるため、最新の 5 つのデータポイントを示しています。これらのデータポイン
トが、右側が最新のデータポイントになるように表示されます。0 は違反していないデータポイント、X 
は違反しているデータポイント、- は欠落しているデータポイントを示します。

列 2 は、3 つの必要なデータポイントの欠落数を示します。最新の 5 個のデータポイントが評価されてい
る場合でも、アラーム状態を評価する上で必要なデータポイントは 3 個 ([評価期間] の設定) のみです。列 
2 のデータポイントの数は、欠落データの処理方法に関する設定を使用して「入力する」必要があるデー
タポイント数です。

列 3～6 では、列ヘッダーが欠落データの処理方法を示す値になります。これらの列の行には、欠損デー
タを処理するためのこれらの可能な方法ごとに設定されたアラーム状態が表示されます。

データポイント 埋める必要のあ
るデータポイン
トの数

MISSING IGNORE BREACHING NOT 
BREACHING

0 - X - X 0 OK OK OK OK

- - - - 0 2 OK OK OK OK

- - - - - 3 INSUFFICIENT_DATA現在の状態を維
持

ALARM OK

0 X X - X 0 ALARM ALARM ALARM ALARM

- - X - - 2 ALARM Retain 
current 
state

ALARM OK

前の表の 2 行目で、欠落データが超過として処理されても、アラームは OK のままです。既存のデータポ
イント 1 個が超過しておらず、これが超過として処理される欠落データポイント 2 個とともに評価される
ためです。次回このアラームが評価される際にデータがまだ欠落したままであれば ALARM に遷移します。
これは、超過していないデータポイントが、評価範囲に含まれなくなるためです。
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3 番目の行では、最新の 5 つのデータポイントがすべて欠落しており、欠落したデータの処理方法に関す
るさまざまな設定がアラームの状態にどのように影響するかを示しています。欠落しているデータポイン
トが超過していると見なされるとアラームは ALARM 状態になり、超過していないと見なされるとアラー
ムは OK 状態になります。欠落しているデータポイントを無視すると、アラームは欠落しているデータポ
イントよりも前の現在の状態を保持します。また、欠落しているデータポイントが欠落しているとみなさ
れた場合、アラームには評価を行うのに十分な最近の実際のデータがないため、INSUFFICIENT_DATA に
入ります。

4 行目では、最新の 3 つのデータポイントが超過しており、アラームの [Evaluation Periods (評価期間)] と 
[Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント)] が両方とも 3 に設定されているため、アラー
ム は ALARM 状態になります。この場合、欠落データポイントは無視され、欠落データの評価方法の設定
は必要ありません。これは、評価する実際のデータポイントが 3 つあるためです。

行 5 は、早期アラーム状態と呼ばれる、アラーム評価の特別なケースを表します。詳細については、「ア
ラーム状態への早期移行の回避 (p. 185)」を参照してください。

次の表では、[期間] は再び 5 分に設定され、[Datapoints to Alarm (アラームを発生させるデータポイント
数)] は 2 のみですが [評価期間] は 3 です。つまり 3 個のうち 2 個、N 個中 M のアラームです。

評価範囲は 5 です。これは、取得される最近のデータポイントの最大数であり、一部のデータポイントが
欠落している場合に使用できます。

データポイント 欠落データポイ
ント数

MISSING IGNORE BREACHING NOT 
BREACHING

0 - X - X 0 ALARM ALARM ALARM ALARM

0 0 X 0 X 0 ALARM ALARM ALARM ALARM

0 - X - - 1 OK OK ALARM OK

- - - - 0 2 OK OK ALARM OK

- - - X - 2 ALARM 現在の状態を維
持

ALARM OK

行 1 と 2 では、最新の 3 つのデータポイントのうちの 2 つが超過しているため、アラームは常に ALARM 
状態になります。行 2 では、評価範囲内の最も古い 2 つのデータポイントは不要です。これは、最新の 3 
つのデータポイントのいずれも欠落していないためです。したがって、これらの 2 つの古いデータポイン
トは無視されます。

行 3 と 4 では、アラームは ALARM 状態になります。この場合、欠落データが超過として扱われる場合の
み、最新の 2 つの欠落データポイントは両方とも超過として扱われます。行 4 では、超過として扱われる
これらの 2 つの欠落データポイントは、ALARM 状態をトリガーするのに必要な 2 つの超過データポイン
トを提供します。

行 5 は、早期アラーム状態と呼ばれる、アラーム評価の特別なケースを表します。詳細については、以下
のセクションを参照してください。

アラーム状態への早期移行の回避
CloudWatch アラーム評価には、データが断続的な場合にアラームが早く ALARM 状態になる誤アラーム
を回避しようとするロジックが含まれています。前のセクションの表の行 5 に示した例は、このロジッ
クを示しています。これらの行および次の例では、[Evaluation Periods (評価期間)] は 3 で、評価範囲は 5 
データポイントです。[Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント)] は 3 ですが、N 個のう
ち M の例を除いて、[Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント)] は 2 です。

185



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
高解像度アラーム

アラームの最新のデータが - - - - X で 、4 つのデータポイントが欠落しており、最新のデータポイン
トとして超過データポイントがあるとします。次のデータポイントは超過していない可能性があるため、
データが - - - - X または - - - X - で、[Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント)] 
が 3 の場合、アラームはすぐに ALARM 状態になりません。このようにして、次のデータポイントが超過
しておらず、データが - - - X O または - - X - O になる場合に誤検出が回避されます。

ただし、最後の数個のデータポイントが - - X - - の場合、欠落しているデータポイントが欠落してい
ると見なされても、アラームは ALARM 状態になります。これは、[Evaluation Periods] (評価期間) 中の
データポイントのうち、利用可能な最も古い超過データポイントが、[Datapoints to Alarm] (アラームへの
データポイント) の値と少なくとも同じように古く、他のすべての最新のデータポイントが超過または欠
落している場合にアラームが常に ALARM 状態になるように設計されているためです。この場合、使用可
能なデータポイントの総数が M ([Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント)]) より少ない場
合でも、アラームは ALARM 状態になります。

このアラームロジックは、N 個のアラームのうち M にも適用されます。評価期間で最も古い違反データポ
イントが [Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント)] の値と同じくらい古く、最近のすべ
てのデータポイントが違反または欠落している場合、M の値に関係なくアラームは ALARM 状態になりま
す (Datapoints to Alarm (アラームを実行するデータポイント))。

高解像度アラーム
高解像度メトリクスでアラームを設定する場合、10 秒または 30 秒の期間で高解像度アラームを指定する
か、60 秒の倍数の期間で通常のアラームを設定できます。高解像度のアラームには高い料金が発生しま
す。高解像度メトリクスの詳細については、「 カスタムメトリクスをパブリッシュする (p. 177)」を参照
してください。

数式に基づくアラーム
1 つ以上の CloudWatch メトリクスに含む数式の結果に基づいてアラームを設定できます。アラーム用の
数式には 10 個までのメトリクスを含めることができます。各メトリクスは同じ期間を使用している必要
があります。

数式に基づくアラームの場合、アラームの評価対象となるメトリクスのデータポイントの欠落を 
CloudWatch で処理する方法を指定できます。

数式に基づくアラームでは Amazon EC2 アクションを実行できません。

メトリクスの数式と構文の詳細については、「Metric Math を使用する (p. 138)」を参照してください。

パーセンタイルベースの CloudWatch アラームおよ
び少数のデータサンプル

アラームの統計としてパーセンタイルを設定すると、統計評価に使用する十分なデータがない場合の処理
を指定することができます。そのまま統計を評価し、任意でアラームの状態を変更するように指定するこ
ともできます。また、サンプルサイズが小さい場合は、メトリクスを無視し、統計的に十分なデータが揃
うまで評価を保留することもできます。

パーセンタイルが 0.5 以上 1.00 未満の場合、この設定は、評価期間中にデータポイントが 10/(1- パーセン
タイル) を下回ると使用されます。たとえば、この設定は、p99 パーセンタイルのアラームのサンプル数が 
1000 を下回ると使用されます。パーセンタイルが 0 以上 0.5 未満の場合、この設定は、データポイントが 
10/パーセンタイルを下回ると使用されます。
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CloudWatch アラームとAmazon EventBridge
CloudWatch アラームがアラーム状態を変更するたびに、CloudWatch が Amazon EventBridge にイベント
を送信します。これらのアラーム状態変更イベントを使用して、EventBridge でイベントターゲットをト
リガーできます。詳細については、「アラームイベントと EventBridge (p. 220)」を参照してください。

CloudWatch アラームの一般的な機能
次の機能は、すべての CloudWatch アラームに適用されます。

• 作成できるアラームの数に制限はありません。アラームを作成または更新するには、CloudWatch コン
ソール、PutMetricAlarm API アクション、または AWS CLI の put-metric-alarm コマンドを使用します。

• アラーム名には UTF-8 文字のみを使用する必要があり、ASCII 制御文字は使用できません。
• 現在設定しているアラームのいずれかまたはすべてを一覧表示したり、特定の状態にあるアラームを一

覧表示したりするには、CloudWatch コンソール、DescribeAlarms API アクション、または AWS CLI の
describe-alarms コマンドを使用します。

• アラームを無効または有効にするには、DisableAlarmActions および EnableAlarmActions API アクショ
ン、または AWS CLI の disable-alarm-actions および enable-alarm-actions コマンドを使用します。

• アラームの動作をテストするには、SetAlarmState API アクションまたは AWS CLI の set-alarm-state コ
マンドを使用して、アラームを任意の状態に設定します。この一時的な状態変更が持続するのは、次の
アラーム比較が行われるときまでです。

• カスタムメトリクスを作成する前に、カスタムメトリクスのアラームを作成できます。アラームを有効
にするには、メトリクス名前空間およびメトリクス名に加えて、カスタムメトリクスのディメンション
をすべてアラームの定義に含める必要があります。これを行うには、PutMetricAlarm API アクションを
使用するか、AWS CLI で put-metric-alarm コマンドを使用します。

• アラームの履歴を表示するには、CloudWatch コンソール、DescribeAlarmHistory API アクション、また
は AWS CLI の describe-alarm-history コマンドを使用します。CloudWatch は、アラーム履歴を 2 週間
保存します。状態変化ごとに固有のタイムスタンプが付きます。まれに、1 つの状態変化に対して複数
の通知が履歴に残されることがあります。タイムスタンプによって状態変化を区別できます。

• [Favorites and recents] (お気に入りと最近のアクセス) オプションでお気に入りのアラームにカーソルを
合わせ、その横にある星記号をクリックして、CloudWatch コンソールのナビゲーションペインにお気
に入りとして登録できます。

• アラームの評価期間の数を各評価期間の長さで乗算した値が 1 日を超えることはできません。

Note

特定の状況では、AWS リソースが CloudWatch にメトリクスデータを送信しないことがありま
す。
例えば、Amazon EBS は、Amazon EC2 インスタンスに追加されていない利用可能なボリューム
に関するメトリクスデータを送信しないことがあります。これは、そのボリュームでモニターリ
ングするメトリクスの動作がないためです。このようなメトリクスにアラームを設定すると、状
態が INSUFFICIENT_DATA に変わる場合があります。これは、リソースが動作していないこと
を示すもので、必ずしも問題があることを意味しているわけではありません。各アラームが欠落
データを処理する方法を指定できます。詳細については、「CloudWatch アラームの欠落データ
の処理の設定 (p. 183)」を参照してください。

Amazon SNS 通知の設定
Amazon CloudWatch は、Amazon SNS を使用して E メールを送信します。最初に、SNS トピックを作成
してサブスクライブします。CloudWatch アラームを作成する際、この SNS トピックを追加して、アラー
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ムの状態が変わったときにメールの通知が送信されるように設定できます。詳細については、Amazon 
Simple Notification Service 入門ガイドを参照してください。

または、AWS Management Console を使用して CloudWatch アラームを作成する予定である場合は、ア
ラームの作成時にトピックを作成できるため、この手順を省略できます。

Note

Amazon SNS トピックを作成する際は、スタンダードトピックまたは FIFO トピックを選択しま
す。CloudWatch では、両方のタイプのトピックへのアラーム通知のすべてが確実に公開されま
す。ただし、FIFO トピックを使用した場合でも、まれに CloudWatch により順不同でトピックに
通知が送信されることがあります。FIFO トピックを使用する場合、アラームはアラーム通知の
メッセージグループ ID がアラームの ARN のハッシュになるように設定されます。

混乱した代理問題の防止

クロスサービスの混乱した代理のセキュリティ上の問題を防ぐために、CloudWatch に Amazon 
SNS リソースへのアクセスを許可する Amazon SNS リソースポリシーで aws:SourceArn および
aws:SourceAccount グローバルコンディションキーを使用することをお勧めします。

次のリソースポリシーの例では、aws:SourceArn 条件キーを使用して、指定されたアカウントの 
CloudWatch アラームでのみ使用される SNS:Publish 許可を絞り込みます。

{ 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": "cloudwatch.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "SNS:Publish", 
        "Resource": "arn:aws:sns:us-east-2:444455556666:MyTopic", 
        "Condition": { 
            "ArnLike": { 
                "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudwatch:us-east-2:111122223333:alarm:*" 
            }, 
            "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "111122223333" 
            } 
        } 
    }]
}

アラーム ARN に非 ASCII 文字が含まれている場合は、aws:SourceAccount グローバル条件キーのみを
使用して、許可を制限してください。

を使用した Amazon SNS トピックの設定AWS 
Management Console
最初にトピックを作成して、それをサブスクライブします。オプションでトピックにテストメッセージを
発行できます。

SNS トピックを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. Amazon SNS ダッシュボードの [Common actions] の下で、[Create topic] を選択します。
3. [新しいトピックの作成] ダイアログボックスで、[トピック] にトピックの名前 (例: my-topic) を入力

します。
4. [Create topic] (トピックの作成) を選択します。
5. 次のタスクの [Topic ARN] (例: arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic) をコピーします。
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SNS トピックをサブスクライブするには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[サブスクリプション]、[サブスクリプションの作成] の順に選択します。
3. [サブスクリプションの作成] ダイアログボックスの [トピック ARN] に、前のタスクで作成したトピッ

ク ARN を貼り付けます。
4. [Protocol] (プロトコル) で [Email] (E メール) を選択します。
5. [エンドポイント] に通知の受取先として使用する E メールアドレスを入力し、[サブスクリプションの

作成] を選択します。
6. E メールアプリケーションで AWS 通知から届いたメッセージを開き、サブスクライブを確認しま

す。

ウェブブラウザに Amazon SNS の確認画面が表示されます。

SNS トピックにテストメッセージを発行するには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Topics] (トピック) を選択します。
3. [トピック] ページでトピックを選択し、[トピックに発行] を選択します。
4. [メッセージを発行] ページの [件名] にメッセージの件名を入力し、[メッセージ] に短いメッセージを

入力します。
5. [メッセージの発行] を選択します。
6. メールをチェックして、メッセージを受信したことを確認します。

を使用した SNS トピックの設定AWS CLI
最初に SNS トピックを作成し、次にメッセージをトピックに直接発行して設定が正しいことをテストしま
す。

SNS トピックを設定するには

1. 次のように create-topic コマンドを使用してトピックを作成します。

aws sns create-topic --name my-topic

Amazon SNS は次の形式でトピック ARN を返します。

{ 
    "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic"
}

2. subscribe コマンドを用いて、自分の E メールアドレスをトピックにサブスクライブします。サブス
クライブのリクエストが成功すると、確認メールが届きます。

aws sns subscribe --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic --protocol 
 email --notification-endpoint my-email-address

Amazon SNS は以下を返します。

{ 
    "SubscriptionArn": "pending confirmation"
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}

3. E メールアプリケーションで AWS 通知から届いたメッセージを開き、サブスクライブを確認しま
す。

ウェブブラウザに、Amazon Simple Notification Service からの確認応答が表示されます。
4. list-subscriptions-by-topic コマンドを使用して、サブスクリプションを確認します。

aws sns list-subscriptions-by-topic --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-
topic

Amazon SNS は以下を返します。

{ 
  "Subscriptions": [ 
    { 
        "Owner": "111122223333", 
        "Endpoint": "me@mycompany.com", 
        "Protocol": "email", 
        "TopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic", 
        "SubscriptionArn": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic:64886986-
bf10-48fb-a2f1-dab033aa67a3" 
    } 
  ]
}

5. (オプション) publish コマンドを使用してトピックにテストメッセージを発行します。

aws sns publish --message "Verification" --topic arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-
topic

Amazon SNS は以下を返します。

{ 
    "MessageId": "42f189a0-3094-5cf6-8fd7-c2dde61a4d7d"
}

6. メールをチェックして、メッセージを受信したことを確認します。

静的しきい値に基づいて CloudWatch アラームを作
成する

アラームで監視する CloudWatch メトリクスと、このメトリクスのしきい値を選択します。指定した評価
期間数にわたってメトリクスがしきい値を超えると、アラームが ALARM 状態に移行します。

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティでモニターリングアカウントとして設定されたアカ
ウントでアラームを作成する場合、このモニターリングアカウントにリンクされたソースアカウントのメ
トリクスを監視するようにアラームを設定できます。詳細については、「CloudWatch のクロスアカウン
トオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。

単一のメトリクスに基づいてアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[アラーム]、[すべてのアラーム] の順に選択します。
3. [アラームの作成] を選択します。
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4. [メトリクスの選択] を選択します。
5. 以下のいずれかを実行します。

• 必要なメトリクスが含まれているサービス名前空間を選択します。表示されるオプションを選択
し続けて選択肢を絞り込みます。メトリクスのリストが表示されたら、必要なメトリクスの横に
あるチェックボックスをオンにします。

• 検索ボックスに、メトリクス、アカウント ID、アカウントレベル、ディメンション、またはリ
ソース ID の名前を入力します。次に、結果のいずれかを選択する操作を続けて、メトリクスを一
覧表示します。必要なメトリクスの横にあるチェックボックスをオンにします。

6. [グラフ化したメトリクス] タブを選択します。

a. [統計] で、統計や事前定義済みパーセンタイルのいずれかを選択するか、カスタムパーセンタイ
ル (p95.45 など) を指定します。

b. [期間] で、アラームの評価期間を選択します。アラームを評価する場合、各期間は 1 つのデータ
ポイントに集約されます。

アラームの作成時に Y 軸の凡例を左側または右側に表示するかを選択することもできます。この
設定が使用されるのは、アラームの作成時のみです。

c. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。

[Specify metric and conditions (メトリクスと条件の指定)] ページに、選択したメトリクスと統計
のグラフや他の情報が表示されます。

7. [Conditions (条件)] で、次のように指定します。

a. [#####が次の時] で、メトリクスがしきい値より大きい、より小さい、またはしきい値と等しい
必要があるかどうかを指定します。[than... (以下の値)] で、しきい値を指定します。

b. [Additional configuration (追加設定)] を選択します。[Datapoints to alarm (アラームを発生させる
データポイント数)] で、アラームをトリガーするために ALARM 状態を維持する必要がある評価期
間 (データポイント) の数を指定します。2 つの値が一致する場合は、該当する数の連続した期間
でしきい値を超過したときに ALARM 状態に移行するアラームを作成します。

N 個中 M 個のアラームを作成するには、2 番目の値よりも小さい数字を最初の値に指定します。
詳細については、「アラームの評価 (p. 181)」を参照してください。

c. [Missing data treatment (欠落データの処理)] 、一部のデータポイントが欠落しているときのア
ラームによる対処方法を選択します。詳細については、「CloudWatch アラームの欠落データの
処理の設定 (p. 183)」を参照してください。

d. モニターリングする統計としてパーセンタイルをアラームで使用している場合は、[サンプル数が
少ないパーセンタイル] ボックスが表示されます。これを使用して、サンプル数が少ないケースを
評価するか無視するかを選択します。[無視 (アラーム状態を維持する)] を選択すると、サンプル
数が少なすぎる場合でも現在のアラーム状態が常に維持されます。詳細については、「パーセン
タイルベースの CloudWatch アラームおよび少数のデータサンプル (p. 186)」を参照してくださ
い。

8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [通知] で、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT_DATA 状態のときに通知する

ための SNS トピックを選択します。

同じアラーム状態または複数の異なるアラーム状態について複数の通知を送信するには、[Add 
notification (通知の追加)] を選択します。

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティで、通知を複数の AWS アカウントに送信するよ
うに選択できます。例えば、モニターリングアカウントとソースアカウント両方への送信です。

アラームの通知を送信しない場合は、 [削除] を選択します。
10. アラームに伴って Auto Scaling、EC2、または Systems Manager アクションを実行するには、該当す

るボタンを選択し、アラーム状態と実行するアクションを選択します。アラームは、ALARM 状態に
なったときにのみ、Systems Manager のアクションを実行できます。Systems Manager のアクショ
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ンの詳細については、「アラームから OpsItems を作成するように CloudWatch を設定する」および
「Incident creation」を参照してください。

Note

SSM Incident Manager アクションを実行するアラームを作成するには、特定のアクセス許
可が必要です。詳細については、AWS Systems Manager Incident Manager のアイデンティ
ティベースのポリシーの例を参照してください。

11. 完了したら、[次へ] を選択します。
12. アラームの名前と説明を入力します。アラーム名には UTF-8 文字のみを使用する必要があり、ASCII 

制御文字は使用できません。続いて、[次へ] を選択します。
13. [Preview and create (プレビューして作成)] で、情報と条件が正しいことを確認し、[アラームの作成] 

を選択します。

アラームはダッシュボードに追加することもできます。詳細については、「 CloudWatch ダッシュボード
でアラームウィジェットを追加または削除する  (p. 60)」を参照してください。

Metrics Insights クエリに基づく CloudWatch ア
ラームの作成

単一の時系列を返す任意の Metrics Insights クエリに基づいてアラームを作成できます。この機能は、イン
フラストラクチャまたはアプリケーションのフリート全体で集計されたメトリクスを監視する動的アラー
ムを作成する場合に特に役立ちます。一度作成されたアラームは、リソースがフリートに追加されたり、
フリートから削除されたりしたときに調整されます。例えば、すべてのインスタンスの CPU 使用率を監
視するアラームを作成すると、そのアラームはインスタンスの追加または削除に応じて動的に調整されま
す。

詳細な手順については、「Metrics Insights クエリでアラームを作成する (p. 85)」を参照してください。

異常検出に基づいて CloudWatch アラームを作成す
る

CloudWatch の異常検出に基づいてアラームを作成できます。これにより、過去のメトリクスデータが分
析され、予想される値のモデルが作成されます。予想される値では、メトリクスの一般的な時間単位、日
単位、週単位のパターンを考慮します。

異常検出のしきい値を設定すると、CloudWatch は、このしきい値をモデルで使用して、メトリクスの
「正常」な値の範囲を決定します。しきい値を高くするほど、「正常」な値の範囲が広がります。

アラームがトリガーされるのが、メトリック値が想定値の範囲を上回る場合、下回る場合、または上回る
か下回った場合のいずれかを選択できます。

また、単一のメトリクスとメトリクスの数式の出力で異常検出アラームを作成することもできます。これ
らの式を使用して、異常検出バンドを可視化するグラフを作成できます。

異常検出に基づくクロスアカウントまたはクロスリージョンのアラームはサポートされていません。

詳細については、「CloudWatch 異常検出の使用 (p. 135)」を参照してください。
Note

メトリクスコンソールで、既に可視化目的で異常検出を使用しているメトリクスに異常検出ア
ラームを作成する場合、アラームに設定したしきい値により、既に可視化に使用されているしき
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い値が変更されることはありません。詳細については、「グラフの作成 (p. 124)」を参照してく
ださい。

異常検出に基づくアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) を選択し、[All alarms] (アラームの作成) を選択しま

す。
3. [アラームの作成] を選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。

• メトリクスを含むサービス名前空間を選択し、表示されるオプションを順次選択して、オプショ
ンを絞り込みます。メトリクスのリストが表示されたら、メトリクスの横にあるチェックボック
スをオンにします。

• 検索ボックスに、メトリクス、ディメンション、またはリソース ID の名前を入力します。結果の
いずれかを選択してから、メトリクスのリストが表示されるまで、表示されるオプションを選択
する操作を続けます。メトリクスの横にあるチェックボックスをオンにします。

5. [グラフ化したメトリクス] を選択します。

a. (オプション) [Statistic] (統計) 列でドロップダウンを選択してから、事前定義済みの統計ま
たはパーセンタイルのいずれかを選択します。ドロップダウンの検索ボックスを使用して、
「p95.45」などのカスタムパーセンタイルを指定できます。

b. (オプション) [Period] (期間) 列でドロップダウンを選択してから、事前定義済みの評価期間のいず
れかを選択します。

Note

CloudWatch がアラームを評価すると、その期間が単一のデータポイントに集約されま
す。異常検出のアラームの場合、評価期間は 1 分以上である必要があります。

c. (オプション) [Y axis] (Y 軸) 列で、Y 軸の凡例をグラフの左側と右側のいずれに表示するかを指定
できます。

Note

このオプションは、アラームの作成時にのみ使用できます。
6. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
7. [Conditions (条件)] で、次のように指定します。

a. [異常検出] を選択します。

このメトリクスと統計のモデルが既に存在する場合、CloudWatch では、画面上部のサンプルグ
ラフに異常検出バンドのプレビューが表示されます。アラームを作成した後、グラフに実際の異
常検出バンドが表示されるまでに最大 15 分かかる場合があります。その前に、表示されるバン
ドは異常検出バンドの近似値です。

Tip

グラフを表示する時間枠を長くするには、ページの右上にある [Edit] (編集) を選択しま
す。

このメトリクスと統計のモデルがまだ存在しない場合、CloudWatch では、アラームの作成が完
了した後に異常検出バンドが生成されます。新しいモデルの場合、実際の異常検出バンドがグラ
フに表示されるまでに最大 3 時間かかる場合があります。新しいモデルのトレーニングには最
大 2 週間かかる場合があり、これにより異常検出バンドはより正確な予測値を示すようになりま
す。

b. [Whenever metric is] (メトリクスが次の時) で、アラームをトリガーするタイミングを指定しま
す。例えば、メトリクスがバンドを超えている、下回っている、または (いずれかの方向に) 外れ
ている場合です。
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c. [Anomaly detection threshold (異常検出のしきい値)] で、異常検出のしきい値に使用する数値を選
択します。数値を大きくすると、メトリクスの変化に対してより高い許容度をもつ、「通常の」
値の広いバンドが作成されます。数値を小さくすると、メトリクスの偏差が小さい、ALARM 状態
の細いバンドが作成されます。数値を整数にする必要はありません。

d. [Additional configuration (追加設定)] を選択します。[Datapoints to alarm (アラームを発生させる
データポイント数)] で、アラームをトリガーするために ALARM 状態を維持する必要がある評価期
間 (データポイント) の数を指定します。2 つの値が一致する場合は、該当する数の連続した期間
でしきい値を超過したときに ALARM 状態に移行するアラームを作成します。

N 個中 M 個のアラームを作成するには、2 番目の値よりも小さい数字を最初の値に指定します。
(詳細については、アラームの評価 (p. 181) を参照してください)。

e. [Missing data treatment] (欠落データの処理) で、一部のデータポイントが欠落している際のア
ラームによる対処方法を選択します。(詳細については、CloudWatch アラームの欠落データの処
理の設定 (p. 183) を参照してください)。

f. モニターリングする統計としてパーセンタイルをアラームで使用している場合は、[サンプル数が
少ないパーセンタイル] ボックスが表示されます。これを使用して、サンプル数が少ないケース
を評価するか無視するかを選択します。[Ignore (maintain alarm state)] (無視 (アラーム状態を維
持する)) を選択すると、サンプル数が少なすぎる場合でも現在のアラーム状態が常に維持されま
す。詳細については、「パーセンタイルベースの CloudWatch アラームおよび少数のデータサン
プル (p. 186)」を参照してください。

8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [通知] で、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT_DATA 状態のときに通知する

ための SNS トピックを選択します。

同じアラーム状態または異なるアラーム状態について複数の通知を送信するには、[Add notification]
(通知の追加)を選択します。

アラームの通知を送信しない場合は、[Remove] (削除) を選択します。
10. 状態が変更されたときに EC2 アクションを実行したり、ALARM 状態になったときに Systems 

Manager の OpsItem またはインシデントを作成するようにアラームを設定できます。これを行うに
は、該当するボタンをクリックし、アラーム状態および実行するアクションを選択します。

Systems Manager のアクションの詳細については、「アラームから OpsItems を作成するように 
CloudWatch を設定する」および「Incident creation」を参照してください。

Note

AWS Systems Manager Incident Manager アクションを実行するアラームを作成するには、
特定のアクセス許可が必要です。詳細については、AWS Systems Manager Incident Manager 
のアイデンティティベースのポリシーの例を参照してください。

11. [Next] (次へ) をクリックします。
12. [Name and description] (名前と説明) にアラームの名前と説明を入力し、[Next] (次へ) をクリックしま

す。

Tip

アラーム名には UTF-8 文字のみを使用する必要があり、ASCII 制御文字は使用できません
13. [Preview and create] (プレビューと作成) で、アラームの情報と条件が正しいことを確認し、[Create 

alarm] (アラームの作成) をクリックします。

異常検出モデルの変更
アラームの作成後、異常検出モデルを調整できます。モデルの作成に使用しない特定の期間を除外できま
す。システムの停止、デプロイ、休日などの異常なイベントは、トレーニングデータから除外することが
重要です。夏時間の変更に合わせてモデルを調整するかどうかも指定できます。
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アラームの異常検出モデルを調整するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[アラーム]、[すべてのアラーム] の順に選択します。
3. アラーム名を指定します。必要に応じて検索ボックスを使用し、アラームを見つけます。
4. [分析]、[メトリクス内] を選択します。
5. [詳細] 列で、[ANOMALY_DETECTION_BAND]、[異常検出モデルを編集] を選択します。
6. モデルの生成に利用される期間からある期間を除外するには、[終了日] の横にあるカレンダーアイコ

ンを選択します。次に、トレーニングから除外する日付と時刻を選択または入力して、[適用] をク
リックします。

7. メトリクスが夏時間の変更に影響を受ける場合は、[Metric timezone] (メトリクスタイムゾーン) ボッ
クスで、適切なタイムゾーンを選択します。

8. [Update] (更新) を選択します。

異常検出モデルの削除
アラームに異常検出を使用すると、 料金が発生します。ベストプラクティスとして、アラームで異常検出
モデルが不要になった場合は、最初にアラームを削除し、2 番目にモデルを削除します。異常検出アラー
ムが評価されると、欠落している異常ディテクタがユーザーに代わって作成されます。アラームを削除し
ないでモデルを削除すると、アラームによりモデルが自動的に再作成されます。

アラームを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム)、[All Alarms] (すべてのアラーム) の順に選択します。
3. アラーム名を指定します。
4. [Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択します。

アラームに使用された異常検出モデルを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選択しま

す。
3. [Browse] (参照) を選択して、異常検出モデルを含むメトリクスを選択します。メトリクスは、検索

ボックスで検索するか、オプションから選択することができます。
• (オプション) 元のインターフェイスを使用している場合は、[All metrics] (すべてのメトリクス) を

選択して、異常検出モデルを含むメトリクスを選択します。メトリクスは、検索ボックスでを検
索するか、オプションから選択することができます。

4. [グラフ化したメトリクス] を選択します。
5. [Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) タブで、削除したい異常検知モデルの名前を選択

し、[Delete anomaly detection model] (異常検出モデルを削除) を選択します。
• (オプション) 元のインターフェイスを使用している場合は、[Edit model] (モデルの編集) を選択

します。新しい画面が表示されます。新しい画面で、[Delete model] (モデルの削除) を選択して
[Delete] (削除) をクリックします。
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ロググループのメトリクスフィルターに基づく 
CloudWatch アラームの作成

このセクションの手順では、ロググループのメトリクスフィルターに基づいてアラームを作成する方法に
ついて説明します。メトリクスフィルターを使用すると、データが CloudWatch に送信された時に、ログ
データの用語やパターンを検索することができます。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユー
ザーガイド」の「フィルターを使用したログイベントからのメトリクスの作成」を参照してください。ロ
ググループのメトリクスフィルターに基づいてアラームを作成する前に、次のアクションを完了する必要
があります。

• ロググループを作成します。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「ログ
グループとログストリームの操作」を参照してください。

• メトリクスのフィルターを作成します。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイ
ド」の「ロググループのメトリクスフィルターの作成」を参照してください。

ロググループのメトリクスフィルターに基づいてアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Logs] (ログ)、[Log groups] (ロググループ) の順に選択します。
3. メトリクスフィルターを含むロググループを選択します。
4. [Metric filters] (メトリクスフィルター) を選択します。
5. メトリクスフィルタータブで、アラームのベースにするメトリクスフィルターのボックスを選択しま

す。
6. [アラームの作成] を選択します。
7. (オプション) [Metric] (メトリクス) で、[Metric name] (メトリクス名)、[Statistic] (統計)、および

[Period] (期間) を編集します。
8. [Conditions (条件)] で、次のように指定します。

a. [Threshold type] (しきい値の種類) で、[Static] (静的) または [Anomaly detection].(異常検出) を選
択します。

b. [Whenever your-metric-name is. . .] (your-metric-name が次の場合) で、[Greater] (より大き
い)、[Greater/Equal] (以上)、[Lower/Equal] (以下) または [Lower] (より低い) から選択します。

c. [than . . .] (次と比較) の場合は、しきい値の数値を指定します。
9. [Additional configuration (追加設定)] を選択します。

a. [Data points to alarm] (アラームを発生させるデータポイント) で、ALARM 状態に移行するアラー
ムをトリガーするデータポイントの数を指定します。一致する値を指定した場合、該当する連続
した期間でしきい値を超過すると、アラームが ALARM 状態に移行します。N 個中 M 個のアラー
ムを作成するには、2 番目の値よりも小さい数字を最初の値に指定します。詳細については、
「Using Amazon CloudWatch alarms」(Amazon CloudWatch アラームを使用する) を参照してく
ださい。

b. [Missing data treatment] (欠落データの処理) で、アラームが評価される際の欠落データの処理方
法を指定するオプションを選択します。

10. [Next] (次へ) をクリックします。
11. [Notification] (通知) で、アラームが ALARM、OK、または INSUFFICIENT_DATA 状態の時に通知する

ための Amazon SNS トピックを指定します。

a. (オプション) 同じアラーム状態または異なるアラーム状態について複数の通知を送信するに
は、[Add notification] (通知の追加)を選択します。

b. (オプション) アラームの通知を送信しない場合は、[削除] を選択します。
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12. (オプション) Amazon EC2 Auto Scaling、Amazon EC2、チケット、または AWS Systems Manager 
のアクションを実行するアラームの場合は、該当するボタンをクリックし、アラーム状態およびアク
ションを指定します。

Note

アラームは、ALARM 状態になった時にのみ、Systems Manager のアクションを実行でき
ます。Systems Manager のアクションの詳細については、「Configuring CloudWatch to 
create OpsItems」(OpsItems を作成するように CloudWatch を設定する) および「Incident 
creation」(インシデントの作成) を参照してください。

13. [Next] (次へ) をクリックします。
14. [名前と説明] にアラームの名前と説明を入力します。
15. [Preview and create] (プレビューと作成) で、設定が正しいことを確認し、[Create alarm] (アラームの

作成) を選択します。

メトリクス数式に基づく CloudWatch アラームの作
成

メトリクスの数式に基づくアラームを作成するには、式で使用する 1 つ以上の CloudWatch メトリクスを
選択します。次に、式、しきい値、および評価期間を指定します。

検索式に基づくアラームを作成することはできません。これは、検索式が複数の時系列を返し、数式に基
づくアラームは 1 つの時系列しか監視できないためです。

メトリクス数式に基づくアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) を選択し、[All alarms] (アラームの作成) を選択しま

す。
3. [アラームの作成] を選択します。
4. [Select Metric] (メトリクスを選択) を選択してから、次のいずれかのアクションを実行します。

• [AWS 名前空間] ドロップダウンまたは [カスタム名前空間] ドロップダウンから、名前空間を選択
します。名前空間を選択した後、メトリクスのリストが表示されるまでオプションの選択を続け
ます。ここで、適切なメトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。

• 検索ボックスを使用して、メトリクス、アカウント ID、ディメンション、またはリソース ID を
検索します。メトリクス、ディメンション、またはリソース ID を入力した後、メトリクスのリス
トが表示されるまでオプションを選択し続け、適切なメトリクスの横にあるチェックボックスを
オンにします。

5. (オプション) メトリクス数式に別のメトリクスを追加する場合は、検索ボックスを使用して特定のメ
トリクスを検索できます。メトリクス数式には最大 10 個のメトリクスを追加できます。

6. [Graphed metrics] (グラフ化されたメトリクス) タブを選択します。以前に追加したメトリクスごと
に、次のアクションを実行します。

a. [Statistic] (統計) 列で、ドロップダウンメニューを選択します。ドロップダウンメニューで、定
義済みのいずれかの統計値またはパーセンタイルを選択します。ドロップダウンメニューの検索
ボックスを使用して、カスタムパーセンタイルを指定します。

b. [Period] (期間) 列で、ドロップダウンメニューを選択します。ドロップダウンメニューで、定義
済みのいずれかの評価期間を選択します。

アラームの作成中に、Y 軸の凡例をグラフの左側と右側のいずれに表示するかを指定できます。
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Note

CloudWatch がアラームを評価すると、期間は単一のデータポイントに集約されます。
7. [Add math] (数式を追加) ドロップダウンを選択し、事前定義されたメトリクス数式のリストから

[Start with an empty expression] (空の式で開始) を選択します。

[Start with an empty expression] (空の式で開始) を選択すると、数式を適用または編集する数式ボック
スが表示されます。

8. 数式ボックスに数式を入力し、[Apply] (適用) を選択します。

[Apply] (適用) を選択すると、[Label] (ラベル) 列の横に [ID] 列が表示されます。

現在の数式の一部としてメトリクスまたは別のメトリクス数式の結果を使用するには、[ID] 列の下に
表示されている値を使用します。[ID] の値を変更するには、現在の値の横にあるペンと紙のアイコン
を選択します。新しい値の先頭は小文字にする必要があります。数字、文字、アンダースコア記号を
使用できます。[ID] の値を重要な名前に変更すると、アラームのグラフがわかりやすくなります。

Metric Math で使用できる関数の詳細については、「Metric Math 構文と関数 (p. 139)」を参照してく
ださい。

9. (オプション) さらに数式を追加します。メトリクスおよび他の数式の結果の両方を新しい数式で使用
できます。

10. アラームで使用する式を決めたら、ページの他の式やメトリクスごとに左のチェックボックスをオフ
にします。アラームで使用する式の横にあるチェックボックスのみオンにします。アラーム用に選択
した式は、単一の時系列を生成し、グラフに 1 行のみを表示する必要があります。次に [メトリクス
の選択] を選択します。

[Specify metric and conditions (メトリクスと条件の指定)] ページに、選択した数式に関するグラフや
他の情報が表示されます。

11. [#が次の時] で、式がしきい値より大きい、より小さい、またはしきい値と等しい必要があるかどうか
を指定します。[than... (以下の値)] で、しきい値を指定します。

12. [Additional configuration (追加設定)] を選択します。[Datapoints to alarm (アラームを発生させるデー
タポイント数)] で、アラームをトリガーするために ALARM 状態を維持する必要がある評価期間 (デー
タポイント) の数を指定します。2 つの値が一致する場合は、該当する数の連続した期間でしきい値を
超過したときに ALARM 状態に移行するアラームを作成します。

N 個中 M 個のアラームを作成するには、2 番目の値よりも小さい数字を最初の値に指定します。詳細
については、「アラームの評価 (p. 181)」を参照してください。

13. [Missing data treatment (欠落データの処理)] 、一部のデータポイントが欠落しているときのアラー
ムによる対処方法を選択します。詳細については、「CloudWatch アラームの欠落データの処理の設
定 (p. 183)」を参照してください。

14. [Next] (次へ) をクリックします。
15. [通知] で、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT_DATA 状態のときに通知する

ための SNS トピックを選択します。

同じアラーム状態または複数の異なるアラーム状態について複数の通知を送信するには、[Add 
notification (通知の追加)] を選択します。

アラームの通知を送信しない場合は、 [削除] を選択します。
16. アラームに伴って Auto Scaling、EC2、または Systems Manager アクションを実行するには、該当す

るボタンを選択し、アラーム状態と実行するアクションを選択します。アラームは、ALARM 状態に
なったときにのみ、Systems Manager のアクションを実行できます。Systems Manager のアクショ
ンの詳細については、「アラームから OpsItems を作成するように CloudWatch を設定する」および
「Incident creation」を参照してください。
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Note

SSM Incident Manager アクションを実行するアラームを作成するには、特定のアクセス許
可が必要です。詳細については、AWS Systems Manager Incident Manager のアイデンティ
ティベースのポリシーの例を参照してください。

17. 完了したら、[次へ] を選択します。
18. アラームの名前と説明を入力します。アラーム名には UTF-8 文字のみを使用する必要があり、ASCII 

制御文字は使用できません。続いて、[次へ] を選択します。
19. [Preview and create (プレビューして作成)] で、情報と条件が正しいことを確認し、[アラームの作成] 

を選択します。

アラームはダッシュボードに追加することもできます。詳細については、「 CloudWatch ダッシュボード
でアラームウィジェットを追加または削除する  (p. 60)」を参照してください。

複合アラームを作成する
複合アラームでは、他のアラームの状態を監視して、それらの状態を判別できます。複合アラームを使用
すると、アラームのノイズを低減できます。例えば、特定の条件を満たす場合に、基盤となるメトリク
スのアラームが ALARM 状態になる複合アラームを作成できます。また、基盤となるメトリクスアラーム
がアクションを実行しないように設定することで、それらが ALARM 状態になったときに複合アラームが 
ALARM 状態になるように設定したり、通知を送信するように設定できます。現在、複合アラームでは次
のアクションを実行できます。

• SNS トピックの通知
• AWS Systems Manager Ops Center での OpsItems の作成
• AWS Systems Manager Incident Manager でのインシデントの作成

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティを使用していない場合、複合アラームは現在のアカ
ウントのアラームをモニターリングできます。

Note

複合アラームの基盤となるすべてのアラームは、複合アラームと同じアカウントおよびリージョ
ンに存在する必要があります。ただし、CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティモ
ニターリングアカウントで複合アラームを設定した場合、基盤となるアラームが、異なるソー
スアカウントとモニターリングアカウント自体のメトリクスを監視できます。詳細については、
「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。
1 つの複合アラームで 100 の基盤となるアラームを監視でき、1 つのアラームは 150 の複合ア
ラームで監視できます。

ルール式

すべての複合アラームには、ルール式が含まれています。ルール式は、複合アラームに監視および状態を
判別するアラームを指示するものです。ルール式では、メトリクスアラームと複合アラームを参照できま
す。ルール式でアラームを参照するときは、アラームが次の 3 つのうちのどの状態になるかを決定する関
数をアラームに指定します。

• アラーム

指定されたアラームが ALARM 状態である場合、ALARM (「alarm-name または alarm-ARN」) は TRUE 
になります。

• OK
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指定されたアラームが OK 状態である場合、OK (「alarm-name または alarm-ARN」) は TRUE になり
ます。

• INSUFFICIENT_DATA

指定されたアラームが INSUFFICIENT_DATA 状態である場合、INSUFFICIENT_DATA (「alarm-name 
または alarm-ARN」) は TRUE になります。

Note

TRUE は常に TRUE と評価され、FALSE は常に FALSE と評価されます。

式の例

リクエストパラメータ AlarmRule は、論理演算子 AND、OR、および NOT の使用をサポートしています。
これにより、複数の関数を 1 つの式に組み合わせることができます。次の式の例は、複合アラームで基盤
となるアラームを設定する方法を示しています。

• ALARM(CPUUtilizationTooHigh) AND ALARM(DiskReadOpsTooHigh)

この式は、CPUUtilizationTooHigh および DiskReadOpsTooHigh が ALARM 状態である場合の
み、複合アラームが ALARM 状態になることを指定しています。

• ALARM(CPUUtilizationTooHigh) AND NOT ALARM(DeploymentInProgress)

この式は、CPUUtilizationTooHigh が ALARM 状態で、DeploymentInProgress が ALARM 状態で
はない場合、複合アラームが ALARM 状態になることを指定しています。これは、デプロイ期間中にア
ラームのノイズを低減する複合アラームの例です。

• (ALARM(CPUUtilizationTooHigh) OR ALARM(DiskReadOpsTooHigh)) AND 
OK(NetworkOutTooHigh)

この式は、(ALARM(CPUUtilizationTooHigh) または (DiskReadOpsTooHigh) が ALARM 状態
で、(NetworkOutTooHigh) が OK 状態である場合、複合アラームが ALARM 状態になることを指定し
ています。これは、ネットワークの問題が発生している間、基盤となるアラームのいずれかが ALARM 状
態ではない場合に通知を送信しないことで、アラームのノイズを低減する複合アラームの例です。

複合アラームを作成する
複合アラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) を選択し、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。
3. アラームのリストで、ルール式で参照する既存のアラームの横にあるチェックボックスをオンにして

から、[Create composite alarm] (複合アラームの作成) を選択します。
4. [Specify composite alarm conditions] (複合アラーム条件を指定) で、新しい複合アラームのルール式を

指定します。

Note

[Conditions] (条件) ボックスに、アラームのリストから選択したアラームが自動的に表示され
ます。デフォルトでは、ALARM 関数が各アラームに指定されており、各アラームは論理演算
子 OR によって結合されています。

次のサブステップに従って、ルール式を変更できます。

a. 各アラームで必要な状態は、ALARM から OK または INSUFFICENT_DATA に変更できます。
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b. ルール式の論理演算子は、OR から AND または NOT に変更できます。また、関数をグループ化す
るための括弧を追加できます。

c. ルール式に他のアラームを含めることも、ルール式からアラームを削除することもできます。

例: 条件付きのルール式

(ALARM("CPUUtilizationTooHigh") OR  
ALARM("DiskReadOpsTooHigh")) AND  
OK("NetworkOutTooHigh")

このルール式の例では、OK("NetworkOutTooHigh") が OK であると同時に ALARM 
("CPUUtilizationTooHigh" or ALARM("DiskReadOpsTooHigh") が ALARM 状態であるとき、複合アラー
ムが ALARM 状態になります。

5. 完了したら、[次へ] を選択します。
6. [Configure actions] (アクションの設定) で、次を選択できます。

[Notification] (通知) から

• [Select an exisiting SNS topic] (既存の SNS トピックを選択)、[Create a new SNS topic] (新しい 
SNS トピックを作成)、または [Use a topic ARN] (トピック APN を使用) を選択すると、通知を受
け取る SNS トピックを定義できます。

• [Add notification] (通知の追加) を選択すると、アラームで同じアラーム状態または異なるアラーム状
態についての複数の通知を送信できます。

• [Remove] (削除) を選択すると、アラームによる通知の送信やアクションの実行を停止できます。

[Systems Manager action] (Systems Manager のアクション) から

• [Add Systems Manager action] (Systems Manager アクションを追加する) を選択すると、アラーム
が ALARM 状態になったときに SSM アクションを実行できます。

Systems Manager のアクションの詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」
の「アラームから OpsItems を作成するように CloudWatch を設定する」、「Incident Manager 
ユーザーガイド」の「Incident creation」(インシデントの作成) を参照してください。SSM Incident 
Manager アクションを実行するアラームを作成するには、正しいアクセス許可が必要です。詳細につ
いては、「Incident Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager Incident Manager におけ
るアイデンティティベースのポリシーの例」を参照してください。

7. 完了したら、[次へ] を選択します。
8. [Add name and description] (名前と説明を追加) で、新しい複合アラームのアラーム名とオプションの

説明を入力します。アラーム名には UTF-8 文字のみを使用する必要があり、ASCII 制御文字は使用で
きません

9. 完了したら、[次へ] を選択します。
10. [Preview and create] (プレビューと作成) で情報を確認し、[Create composite alarm] (複合アラームの

作成) を選択します。

Note

1 つの複合アラームと別の複合アラームが互いに依存する複合アラームのサイクルを作成で
きます。このシナリオの場合、複合アラームは評価されなくなります。また、複合アラーム
は互いに依存しているため削除できません。複合アラーム間のサイクルの依存関係を断ち切
る最も簡単な方法は、複合アラームのうちの 1 つで、関数 AlarmRule を False に変更する
ことです。
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複合アラームのアクション抑制
複合アラームのアクション抑制では、アラームをサプレッサーアラームとして定義します。サプレッサー
アラームは、複合アラームでアクションが実行されるのを防ぐアラームです。例えば、サポートしている
リソースのステータスを表すサプレッサーアラームを指定できます。サポートしているリソースがダウン
している場合、サプレッサーアラームは複合アラームによる通知の送信を妨げます。複合アラームのアク
ション抑制は、アラームのノイズを低減するのに役立ちます。そのため、アラームの管理に費やす時間を
減らし、オペレーションに集中する時間を増やすことができます。

サプレッサーアラームは、複合アラームを設定する際に指定します。すべてのアラームは、サプレッサー
アラームとして機能できます。サプレッサーアラームの状態が OK から ALARM に変わると、その複合ア
ラームはアクションを停止します。サプレッサーアラームの状態が ALARM から OK に変わると、その複合
アラームはアクションを再開します。

WaitPeriod および ExtensionPeriod
サプレッサーアラームを指定する際は、WaitPeriod および ExtensionPeriod パラメータを設定しま
す。これらのパラメータにより、サプレッサーアラームの状態の変更中に、複合アラームにより予期しな
いアクションが実行されるのを防ぐことができます。WaitPeriod を使用すると、サプレッサーアラーム
が OK から ALARM に変わる際に発生する可能性のある遅延を補うことができます。例えば、サプレッサー
アラームが 60 秒以内に OK から ALARM に変わる場合、WaitPeriod を 60 秒に設定します。

この図では、複合アラームは t2 で OK から ALARM に変わります。WaitPeriod は t2 で開始され、t8 で終
了します。これにより、WaitPeriod が t8 で期限切れになる際、複合アラームのアクションを抑制する
前に、t4 でサプレッサーアラームの状態が OK から ALARM に変わる時間を確保できます。

ExtensionPeriod を使用すると、サプレッサーアラームが OK に変わった後、複合アラームが OK に
変わる際に発生する可能性のある遅延を補うことができます。例えば、サプレッサーアラームが OK に変
わってから 60 秒以内に複合アラームが OK に変わる場合、ExtensionPeriod を 60 秒に設定します。
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この図では、サプレッサーアラームは t2 で ALARM から OK に変わります。ExtensionPeriod は t2 で開
始され、t8 で終了します。これにより、ExtensionPeriod が t8 で期限切れになる前に、複合アラーム
が ALARM から OK に変わる時間を確保できます。

WaitPeriod および ExtensionPeriod がアクティブになるとき、複合アラームではアクションは実行
されません。ExtensionPeriod および WaitPeriod が非アクティブになるとき、複合アラームでは現
在の状態に基づいてアクションが実行されます。CloudWatch では 1 分ごとにメトリクスアラームが評価
されるため、各パラメータの値は 60 秒に設定することをお勧めします。パラメータは、秒単位で任意の
整数に設定できます。

次の例は、WaitPeriod および ExtensionPeriod を使用して、複合アラームで予期しないアクション
が実行されるのを防ぐ方法を、より詳細に説明しています。

Note

次の例では、WaitPeriod は 2 つの時間単位、ExtensionPeriod は 3 つの時間単位として設
定されています。

例
例 1: WaitPeriod の後にアクションが抑制されない

この図では、複合アラームの状態が t2 で OK から ALARM に変わっています。WaitPeriod は t2 で開
始され t4 で終了するため、複合アラームでアクションが実行されるのを防ぐことができます。t4 で
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WaitPeriod の期限が切れた後は、サプレッサーアラームがまだ OK 状態であるため、複合アラームでア
クションが実行されます。

例 2: WaitPeriod の期限が切れる前にアラームによりアクションが抑制される

この図では、複合アラームの状態が t2 で OK から ALARM に変わっています。WaitPeriod は t2 で開始
され、t4 で終了します。これにより、t3 でサプレッサーアラームの状態が OK から ALARM に変わる時間
を確保できます。サプレッサーアラームの状態が t3 で OK から ALARM に変わるため、t2 で開始された
WaitPeriod は破棄されます。また、サプレッサーアラームにより複合アラームのアクションの実行が停
止されます。

例 3: アクションが WaitPeriod により抑制される場合の状態遷移

この図では、複合アラームの状態が t2 で OK から ALARM に変わっています。WaitPeriod は t2 で開始
され、t4 で終了します。これにより、サプレッサーアラームの状態が変わる時間を確保できます。複合ア
ラームは t3 でOK に戻るため、t2 で開始された WaitPeriod は破棄されます。新たに t3 で WaitPeriod
が開始され、t5 で終了します。t5 で新しい WaitPeriod の期限が切れると、複合アラームによりアク
ションが実行されます。

例 4: アクションがアラームにより抑制される場合の状態遷移
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この図では、複合アラームの状態が t2 で OK から ALARM に変わっています。サプレッサーアラームは既
に ALARM の状態です。サプレッサーアラームにより、複合アラームによるアクションの実行が停止されま
す。

例 5: ExtensionPeriod の後にアクションが抑制されない

この図では、複合アラームの状態が t2 で OK から ALARM に変わっています。WaitPeriod は t2 で開始さ
れ、t4 で終了します。これにより、複合アラームのアクションを t6 まで抑制する前に、t3 でサプレッサー
アラームの状態が OK から ALARM に変わる時間を確保できます。サプレッサーアラームの状態が t3 で OK
から ALARM に変わるため、t2 で開始された WaitPeriod は破棄されます。t6 で、サプレッサーアラーム
は OK に変わります。ExtensionPeriod は t6 で開始され、t9 で終了します。ExtensionPeriod の期
限が切れると、複合アラームによりアクションが実行されます。

例 6: アクションがExtensionPeriod により抑制される場合の状態遷移
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この図では、複合アラームの状態が t2 で OK から ALARM に変わっています。WaitPeriod は t2 で開始さ
れ、t4 で終了します。これにより、複合アラームのアクションを t6 まで抑制する前に、t3 でサプレッサー
アラームの状態が OK から ALARM に変わる時間を確保できます。サプレッサーアラームの状態が t3 で OK
から ALARM に変わるため、t2 で開始された WaitPeriod は破棄されます。t6 で、サプレッサーアラーム
は OK に戻ります。ExtensionPeriod は t6 で開始され、t8 で終了します。t7 で複合アラームが OK に戻
ると、ExtensionPeriod は破棄されます。その後 t7 では新しい WaitPeriod が開始され、t9 で終了し
ます。新しい WaitPeriod の期限が切れると、複合アラームでアクションを実行できます。

Tip

アクションのサプレッサーアラームを置き換えると、アクティブな WaitPeriod または
ExtensionPeriod は破棄されます。

CloudWatch アラームの編集または削除
既存のアラームを編集または削除できます。

既存のアラームの名前は変更できません。アラームをコピーし、新しいコピーしたアラームに別の名前
を付けることができます。アラームをコピーするには、アラームリストでアラーム名の横にあるチェック
ボックスをオンにし、[アクション]、[コピー] の順に選択します。

アラームを編集するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム)、[All Alarms] (すべてのアラーム) の順に選択します。
3. アラーム名を指定します。
4. タグを追加、または削除するには、[タグ] タブを選択して、[タグの管理] を選択します。
5. アラームの他の部分を編集するには、[アクション]、[編集] を選択します。

[Specify metric and conditions (メトリクスと条件の指定)] ページに、選択したメトリクスと統計のグ
ラフや他の情報が表示されます。

6. メトリクスを変更するには、 [編集] を選択し、[すべてのメトリクス] タブを選択して次のいずれかの
操作を行います。
• 必要なメトリクスが含まれているサービス名前空間を選択します。表示されるオプションを選択

し続けて選択肢を絞り込みます。メトリクスのリストが表示されたら、必要なメトリクスの横に
あるチェックボックスをオンにします。
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• 検索ボックスに、メトリクス、ディメンション、またはリソース ID の名前を入力し、Enter キー
を押します。次に、結果のいずれかを選択する操作を続けて、メトリクスを一覧表示します。必
要なメトリクスの横にあるチェックボックスをオンにします。

[Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
7. アラームの他の側面を変更するには、適切なオプションを選択します。アラームが ALARM 状態に移行

するためにしきい値を超過する必要があるデータポイントの数を変更したり、欠落データの処理方法
を変更したりするには、[Additional configuration (追加設定)] を選択します。

8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [通知] の [Auto Scaling アクション] および [EC2 アクション] で、必要に応じて、アラームがトリガー

されたときに実行するアクションを編集します。続いて、[Next] (次へ) を選択します。
10. 必要に応じてアラームの説明を変更します。

既存のアラームの名前は変更できません。アラームをコピーし、新しいコピーしたアラームに別の
名前を付けることができます。アラームをコピーするには、アラームリストでアラーム名の横にある
チェックボックスをオンにし、[アクション]、[コピー] の順に選択します。

11. [Next] (次へ) をクリックします。
12. [Preview and create (プレビューして作成)] で、情報と条件が正しいことを確認し、[Update alarm (ア

ラームの更新)] を選択します。

Amazon SNS コンソールを使用して作成された E メール通知リストを更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[トピック] を選択し、通知リスト (トピック) の ARN を選択します。
3. 次のいずれかを行ってください。

• メールアドレスを追加するには、[サブスクリプションの作成] を選択します。[Protocol] (プロトコ
ル) で [Email] (E メール) を選択します。[エンドポイント] に、新しい受取人のメールアドレスを入
力します。[Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。

• メールアドレスを削除するには、[サブスクリプション ID] を選択します。[その他のサブスクリプ
ションの操作]、[サブスクリプションの削除] の順に選択します。

4. [トピックに発行] を選択します。

アラームを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] を選択します。
3. アラーム名の左側にあるチェックボックスをオンにし、[アクション]、[削除] の順に選択します。
4. [Delete] (削除) をクリックします。

CPU 使用率アラームの作成
アラームの状態が OK から ALARM に切り替わったら、Amazon SNS を使用して通知を送信する 
CloudWatch アラームを作成できます。

EC2 インスタンスの平均 CPU 使用率が連続した指定期間のしきい値を超えると、アラームは ALARM 状態
に変わります。
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を使用した CPU 使用率アラームの設定AWS 
Management Console
AWS Management Console を使用して CPU 使用率アラームを作成するには、次のステップを実行しま
す。

CPU 使用率に基づいてアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム)、[All Alarms] (すべてのアラーム) の順に選択します。
3. [アラームの作成] を選択します。
4. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
5. [すべてのメトリクス] タブで、[EC2 metrics (EC2 メトリクス)] を選択します。
6. メトリクスカテゴリー (例: [インスタンス別メトリクス]) を選択します。
7. [InstanceId] 列にリストするインスタンスがあり、メトリクス名] 列に[CPUUtilization] がある行を見つ

けます。この行の横にあるチェックボックスをオンにして、[メトリクスの選択] を選択します。
8. [メトリクスと条件の指定] の、[統計] で [平均] を選択し、事前定義されたパーセンタイルのいずれか

を選択するか、カスタムパーセンタイル (p95.45 など) を指定します。
9. 期間 (例: 5 minutes) を選択します。
10. [Conditions (条件)] で、次のように指定します。

a. [Threshold type (しきい値タイプ)] で [静的] を選択します。
b. [Whenever CPUUtilization is (CPUUtilization が次の場合)] で、[より大きい] を指定します。[... よ

りも] で、CPU 使用率がこのパーセンテージを超えた場合に、アラームが ALARM 状態になるよ
うトリガーするしきい値を指定します。たとえば、70 です。

c. [Additional configuration (追加設定)] を選択します。[Datapoints to alarm (アラームを発生させる
データポイント数)] で、アラームをトリガーするために ALARM 状態を維持する必要がある評価期
間 (データポイント) の数を指定します。2 つの値が一致する場合は、該当する数の連続した期間
でしきい値を超過したときに ALARM 状態に移行するアラームを作成します。

N 個中 M 個のアラームを作成するには、2 番目の値よりも小さい数字を最初の値に指定します。
詳細については、「アラームの評価 (p. 181)」を参照してください。

d. [Missing data treatment (欠落データの処理)] 、一部のデータポイントが欠落しているときのア
ラームによる対処方法を選択します。詳細については、「CloudWatch アラームの欠落データの
処理の設定 (p. 183)」を参照してください。

e. モニターリングする統計としてパーセンタイルをアラームで使用している場合は、[サンプル数が
少ないパーセンタイル] ボックスが表示されます。これを使用して、サンプル数が少ないケースを
評価するか無視するかを選択します。[無視 (アラーム状態を維持する)] を選択すると、サンプル
数が少なすぎる場合でも現在のアラーム状態が常に維持されます。詳細については、「パーセン
タイルベースの CloudWatch アラームおよび少数のデータサンプル (p. 186)」を参照してくださ
い。

11. [Next] (次へ) を選択します。
12. [通知] で、[アラーム状態] を選択し、アラームが ALARM 状態のときに通知する SNS トピックを選択

します。

同じアラーム状態または複数の異なるアラーム状態について複数の通知を送信するには、[Add 
notification (通知の追加)] を選択します。

アラームの通知を送信しない場合は、 [削除] を選択します。
13. 完了したら、[次へ] を選択します。
14. アラームの名前と説明を入力します。アラーム名には UTF-8 文字のみを使用する必要があり、ASCII 

制御文字は使用できません。続いて、[次へ] を選択します。
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15. [Preview and create (プレビューして作成)] で、情報と条件が正しいことを確認し、[アラームの作成] 
を選択します。

を使用した CPU 使用率アラームの設定AWS CLI
AWS CLI を使用して CPU 使用率アラームを作成するには、次のステップを実行します。

CPU 使用率に基づいてアラームを作成するには

1. SNS トピックを設定します。詳細については、「Amazon SNS 通知の設定 (p. 187)」を参照してく
ださい。

2. 以下のように put-metric-alarm コマンドを使用してアラームを作成します。

aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name cpu-mon --alarm-description "Alarm 
 when CPU exceeds 70%" --metric-name CPUUtilization --namespace AWS/EC2 --statistic 
 Average --period 300 --threshold 70 --comparison-operator GreaterThanThreshold --
dimensions  Name=InstanceId,Value=i-12345678 --evaluation-periods 2 --alarm-actions 
 arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic --unit Percent

3. set-alarm-state コマンドを使用してアラーム状態の変更を適用することにより、アラームをテストし
ます。

a. アラームの状態を INSUFFICIENT_DATA から OK に変更します。

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name cpu-mon --state-reason "initializing" 
 --state-value OK

b. アラームの状態を OK から ALARM に変更します。

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name cpu-mon --state-reason "initializing" 
 --state-value ALARM

c. アラームに関する通知を受け取ったことを確認します。

E メールを送信するロードバランサーレイテンシー
アラームの作成

Classic Load Balancer で 100 ms を超えるレイテンシーをモニターリングする Amazon SNS 通知を設定
し、アラームを設定できます。

を使用したレイテンシーアラームの設定AWS 
Management Console
AWS Management Console を使用してロードバランサーレイテンシーアラームを作成するには、次のス
テップを実行します。

ロードバランサーのレイテンシーアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム)、[All Alarms] (すべてのアラーム) の順に選択します。
3. [アラームの作成] を選択します。
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4. [カテゴリー別の CloudWatch メトリクス] で、[ELB メトリクス] カテゴリーを選択します。
5. [Classic Load Balancer] と [レイテンシー] メトリクスの行を選択します。
6. 統計で、[平均] を選択し、事前定義されたパーセンタイルのいずれかを選択するか、カスタムパーセ

ンタイル (p95.45 など) を指定します。
7. 期間として [1 分] を選択します。
8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [アラームのしきい値] で、アラームの一意の名前 (myHighCpuAlarm など) とアラームの説明 (Alarm 

when Latency exceeds 100s など) を入力します。アラーム名には UTF-8 文字のみを使用する必
要があり、ASCII 制御文字は使用できません。

10. [次の時] の [が:] で [>] を選択し、「0.1」と入力します。[を:] に「3」と入力します。
11. [追加設定] の下の [欠落データの処理方法] で、[無視 (アラーム状態を維持する)] を選択し、欠落デー

タポイントでアラーム状態の変更がトリガーされないようにします。

[サンプル数が少ないパーセンタイル] で、[無視 (アラーム状態を維持する)] を選択し、データサンプル
数が適切なケースのみがアラームで評価されるようにします。

12. [アクション] の [アラームが次の時:] で、[状態: 警告] を選択します。[通知の送信先] で、既存の SNS 
トピックを選択するか、新しいトピックを作成します。

SNS トピックを作成するには、[新しいリスト] を選択します。[通知の送信先] に、SNS トピックの名
前 (例: myHighCpuAlarm) を入力し、[メールリスト] に、アラームが ALARM 状態に変わったときに通
知を受けるメールアドレスをカンマで区切って入力します。各 E メールアドレスに、トピックのサブ
スクリプションの確認メールが送信されます。通知を送信する前にサブスクリプションを確認する必
要があります。

13. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。

を使用したレイテンシーアラームの設定AWS CLI
AWS CLI を使用してロードバランサーレイテンシーアラームを作成するには、次のステップを実行しま
す。

ロードバランサーのレイテンシーアラームを作成するには

1. SNS トピックを設定します。詳細については、「Amazon SNS 通知の設定 (p. 187)」を参照してく
ださい。

2. 以下のように put-metric-alarm コマンドを使用してアラームを作成します。

aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name lb-mon --alarm-description "Alarm 
 when Latency exceeds 100s" --metric-name Latency --namespace AWS/ELB --statistic 
 Average --period 60 --threshold 100 --comparison-operator GreaterThanThreshold --
dimensions Name=LoadBalancerName,Value=my-server --evaluation-periods 3 --alarm-actions 
 arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-topic --unit Seconds

3. set-alarm-state コマンドを使用してアラーム状態の変更を適用することにより、アラームをテストし
ます。

a. アラームの状態を INSUFFICIENT_DATA から OK に変更します。

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name lb-mon --state-reason "initializing" --
state-value OK

b. アラームの状態を OK から ALARM に変更します。

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name lb-mon --state-reason "initializing" --
state-value ALARM
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c. アラームに関するメール通知を受け取ったことを確認します。

E メールを送信するストレージスループットアラー
ムの作成

SNS 通知をセットアップし、Amazon EBS が 100 MB スループットを超えたときにトリガーされるアラー
ムを設定できます。

を使用したストレージスループットアラームの設定
AWS Management Console
AWS Management Console を使用して、Amazon EBS スループットに基づくアラームを作成するには、
次のステップを使用します。

ストレージスループットアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム)、[All Alarms] (すべてのアラーム) の順に選択します。
3. [アラームの作成] を選択します。
4. [EBS メトリクス] で、メトリクスカテゴリーを選択します。
5. ボリュームと VolumeWriteBytes メトリクスがある行を選択します。
6. 統計用には [Average] を選択します。期間用には [5 Minutes] を選択します。[Next] (次へ) をクリック

します。
7. [アラームのしきい値] で、アラームの一意の名前 (myHighWriteAlarm など) とアラームの説明 

(VolumeWriteBytes exceeds 100,000 KiB/s など) を入力します。アラーム名には UTF-8 文字
のみを使用する必要があり、ASCII 制御文字は使用できません。

8. [次の時] の [が:] で [>] を選択し、「100000」と入力します。[を:] で、連続した期間として「15」と
入力します。

しきい値がグラフ化されて [アラームのプレビュー] に表示されます。
9. [追加設定] の下の [欠落データの処理方法] で、[無視 (アラーム状態を維持する)] を選択し、欠落デー

タポイントでアラーム状態の変更がトリガーされないようにします。
10. [アクション] の [アラームが次の時:] で、[状態: 警告] を選択します。[通知の送信先] で、既存の SNS 

トピックを選択するか、トピックを作成します。

SNS トピックを作成するには、[新しいリスト] を選択します。[通知の送信先] に、SNS トピックの名
前 (例: myHighCpuAlarm) を入力し、[メールリスト] に、アラームが ALARM 状態に変わったときに通
知を受けるメールアドレスをカンマで区切って入力します。各 E メールアドレスに、トピックのサブ
スクリプションの確認メールが送信されます。E メールアドレスに通知を送信する前に、サブスクリ
プションを確認する必要があります。

11. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。

を使用したストレージスループットアラームの設定
AWS CLI
AWS CLI を使用して、Amazon EBS スループットに基づくアラームを作成するには、次のステップを使用
します。
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ストレージスループットアラームを作成するには

1. SNS トピックを作成します。詳細については、「Amazon SNS 通知の設定 (p. 187)」を参照してく
ださい。

2. アラームを作成します。

aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name ebs-mon --alarm-description "Alarm when 
 EBS volume exceeds 100MB throughput" --metric-name VolumeReadBytes --namespace AWS/
EBS --statistic Average --period 300 --threshold 100000000 --comparison-operator 
 GreaterThanThreshold --dimensions Name=VolumeId,Value=my-volume-id --evaluation-
periods 3 --alarm-actions arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-alarm-topic --
insufficient-data-actions arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-insufficient-data-topic

3. set-alarm-state コマンドを使用してアラーム状態の変更を適用することにより、アラームをテストし
ます。

a. アラームの状態を INSUFFICIENT_DATA から OK に変更します。

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ebs-mon --state-reason "initializing" 
 --state-value OK

b. アラームの状態を OK から ALARM に変更します。

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ebs-mon --state-reason "initializing" 
 --state-value ALARM

c. アラームの状態を ALARM から INSUFFICIENT_DATA に変更します。

aws cloudwatch set-alarm-state --alarm-name ebs-mon --state-reason "initializing" 
 --state-value INSUFFICIENT_DATA

d. アラームに関するメール通知を受け取ったことを確認します。

EC2 インスタンスを停止、終了、再起動、または
復旧するアラームを作成する

Amazon CloudWatch アラームアクションを使用して、EC2 インスタンスを自動的に停止、終了、再起
動、または復旧するアラームを作成できます。停止または終了アクションを使用すると、今後インスタン
スを実行する必要がなくなったときにコストを節約できます。再起動アクションを使用すると、これらの
インスタンスを自動的に再起動でき、復旧アクションを使用すると、システムで障害が発生した場合に新
しいハードウェアで復旧できます。

自動的にインスタンスを停止または終了するシナリオはいくつもあります。例えば、バッチ給与計算処理
ジョブまたは科学計算タスクを専用に行うインスタンスを使用している場合が挙げられます。これらのイ
ンスタンスは一定期間動作して仕事を完了します。このようなインスタンスは、アイドル状態 (課金され
ている状態) にせずに、停止または終了するとコスト削減につながります。アラームアクションの停止と
終了の主な違いとして、停止したインスタンスは、後で再実行が必要な場合に簡単に再起動できます。ま
た、同じインスタンス ID とルートボリュームを保持することもできます。しかし、終了したインスタンス
を再起動することはできません。代わりに新しいインスタンスを開始する必要があります。

停止、終了、再起動、アクションは、Amazon CloudWatch によって (AWS/EC2 名前空間で) 提供されて
いる基本および詳細モニターリングメトリクスや、「InstanceId=」ディメンションを含んでいるカスタム
メトリクスなど、Amazon EC2 インスタンスごとのメトリクスで設定されている任意のアラームに追加で
きます。ただし、InstanceId 値が実行中の有効な Amazon EC2 インスタンスを参照している場合に限りま
す。復旧アクションは、StatusCheckFailed_Instance を除き、Amazon EC2 のインスタンスごとの
メトリクスで設定されているアラームに追加することもできます。
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インスタンスを再起動、停止、終了可能な CloudWatch アラームアクションをセットアップするには、
サービスにリンクされた IAM ロール AWSServiceRoleForCloudWatchEvents を使用する必要がありま
す。AWSServiceRoleForCloudWatchEvents IAM ロールを使用すると、AWS がお客様に代わってアラーム
アクションを実行できます。

CloudWatch Events のサービスにリンクされたロールを作成するには、次のコマンドを使用します。

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name events.amazonaws.com

コンソールのサポート

CloudWatch コンソールまたは Amazon EC2 コンソールを使用してアラームを作成できます。このドキュ
メントの手順では、CloudWatch コンソールを使用します。Amazon EC2 コンソールを使用する手順につ
いては、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスを停止、終了、再起
動、または復旧するアラームを作成する」を参照してください。

許可

AWS Identity and Access Management (IAM) アカウントを使用して EC2 アクションまた
は Systems Manager OpsItem アクションを実行するアラームを作成または変更する場合
は、iam:CreateServiceLinkedRole 許可が必要です。

内容
• Amazon CloudWatch アラームへの停止アクションの追加 (p. 213)
• Amazon CloudWatch アラームへの終了アクションの追加 (p. 214)
• Amazon CloudWatch アラームへの再起動アクションの追加 (p. 215)
• Amazon CloudWatch アラームへの復旧アクションの追加 (p. 216)
• トリガーされたアラームとアクションの履歴の表示 (p. 217)

Amazon CloudWatch アラームへの停止アクションの
追加
一定のしきい値に達したときに Amazon EC2 インスタンスを停止するアラームを作成できます。例えば、
開発またはテスト用のインスタンスを実行したまま、終了するのを忘れることがたまにあります。平均 
CPU 利用率が 24 時間 10% 未満である場合に、インスタンスがアイドル状態で使用されていないという
信号を発してトリガーするアラームを作成できます。しきい値、持続時間、期間をニーズに合わせて調整
し、アラームがトリガーされたときにメールを受信するよう SNS 通知を追加できます。

Amazon Elastic Block Store ボリュームをルートデバイスとして使用する Amazon EC2 インスタンスは停
止または終了できますが、インスタンスストアをルートデバイスとして使用するインスタンスでは終了の
み行えます。

Amazon CloudWatch コンソールを使用してアイドル状態のインスタンスを停止させるアラームを
作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[アラーム]、[すべてのアラーム] の順に選択します。
3. [アラームの作成] を選択します。
4. [メトリクスの選択] を選択します。
5. [AWS namespaces] (AWS 名前空間) には、[EC2] を選択します。
6. 次のコマンドを実行します
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a. [Per-Instance Metrics] (インスタンス別メトリクス) を選択します。
b. 正しいインスタンスと CPUUtilization メトリクスを含む行のチェックボックスを選択します。
c. [グラフ化したメトリクス] を選択します。
d. 統計用には [Average] を選択します。
e. 期間 (例: 1 Hour) を選択します。
f. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。

7. [アラームの定義] ステップでは、以下の作業を行います。

a. [Conditions (条件)] で、[Static (静的)] を選択します。
b. [Whenever CPUUtilization is] (CPU 使用率が次の状態であるときは常に) で、[Lower] (より低い) 

を選択します。
c. [than] (よりも) で、10 と入力します。
d. [Next] (次へ) をクリックします。
e. [通知] の [通知の送信先] で、既存の SNS トピックを選択するか、新しいトピックを作成します。

SNS トピックを作成するには、[新しいリスト] を選択します。[通知の送信先] に、SNS トピック
の名前を入力します (例: Stop_EC2_Instance)。[メールリスト] に、アラームが ALARM 状態に変
わったら通知する E メールアドレスを、カンマ区切りのリストに入力します。各 E メールアドレ
スに、トピックのサブスクリプションの確認メールが送信されます。E メールアドレスに通知を
送信する前に、サブスクリプションを確認する必要があります。

f. [Add EC2 Action] (EC2 アクションの追加) を選択します。
g. [Alarm state trigger] (アラーム状態トリガー) で、[In alarm] (アラーム状態) を選択します。[Take 

the following action] (次のアクションを実行) で、[Stop this instance] (このインスタンスを停止す
る) を選択します。

h. [Next] (次へ) をクリックします。
i. アラームの名前と説明を入力します。名前には ASCII 文字のみを使用します。続いて、[次へ] を

選択します。
j. [Preview and create (プレビューして作成)] で、情報と条件が正しいことを確認し、[アラームの作

成] を選択します。

Amazon CloudWatch アラームへの終了アクションの
追加
(インスタンスで終了保護が有効になっていない限り)、一定のしきい値に達したときに EC2 インスタン
スを自動的に終了させるアラームを作成することができます。たとえば、インスタンスが仕事を終え、
再びそのインスタンスを使用する必要がない場合は、インスタンスを削除することをお勧めします。後で
インスタンスを使用する可能性がある場合は、インスタンスを削除するのではなく、停止するほうが良い
でしょう。インスタンスの終了保護の有効化または無効化については、「Linux インスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイド」の「Enabling Termination Protection for an Instance」(インスタンスの終了保護の
有効化) を参照してください。

Amazon CloudWatch コンソールを使用してアイドル状態のインスタンスを終了させるアラームを
作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms]、[Create Alarm] の順に選択します。
3. [メトリクスの選択] ステップでは、以下の作業を行います。

a. [EC2 メトリクス] で、[インスタンス別メトリクス] を選択します。
b. インスタンスおよび CPUUtilization メトリクスがある行を選択します。
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c. 統計用には [Average] を選択します。
d. 期間 (例: 1 Hour) を選択します。
e. [Next] (次へ) をクリックします。

4. [アラームの定義] ステップでは、以下の作業を行います。

a. [アラームのしきい値] で、アラームの一意の名前 (例: Terminate EC2 instance) と、アラームの
説明 (例: Terminate EC2 instance when CPU is idle for too long) を入力します。アラーム名には 
ASCII 文字のみを使用する必要があります。

b. [次の時] の [が:] で [<] を選択し、「10」と入力します。[期間] で、連続した期間として「24」を
入力します。

しきい値がグラフ化されて [アラームのプレビュー] に表示されます。
c. [通知] の [通知の送信先] で、既存の SNS トピックを選択するか、新しいトピックを作成します。

SNS トピックを作成するには、[新しいリスト] を選択します。[通知の送信先] に、SNS トピック
の名前を入力します (例: Terminate_EC2_Instance)。[メールリスト] に、アラームが ALARM 状態
に変わったら通知する E メールアドレスを、カンマ区切りのリストに入力します。各 E メールア
ドレスに、トピックのサブスクリプションの確認メールが送信されます。E メールアドレスに通
知を送信する前に、サブスクリプションを確認する必要があります。

d. [EC2 アクション] を選択します。
e. [アラームが次の時] で [状態: 警告] を選択します。[次のアクションを実行] で [このインスタンス

の削除] を選択します。
f. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。

Amazon CloudWatch アラームへの再起動アクション
の追加
Amazon EC2 インスタンスをモニターリングし、自動的に再起動する Amazon CloudWatch アラームを作
成できます。再起動アラームアクションは、インスタンスのヘルスチェックが失敗した場合に推奨されま
す（システムのヘルスチェックが失敗した場合には、復旧アラームアクションが推奨されます）。インス
タンスの再起動は、オペレーティングシステムの再起動と同等です。ほとんどの場合、インスタンスの再
起動には数分しかかかりません。インスタンスを再起動すると、インスタンスは同じホスト上で保持され
るため、インスタンスのパブリック DNS 名、プライベート IP アドレス、およびインスタンスストアボ
リューム上のすべてのデータは保持されます。

インスタンスを再起動しても、インスタンスの停止と再起動とは異なり、新しいインスタンスの課金時間
は開始されません。インスタンスの再起動についての詳細は、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド」の「インスタンスの再起動」を参照してください。

Important

再起動と復旧アクション間で不具合が発生するのを回避するには、再起動アラームと復旧アラー
ムを同じ検査期間に設定するのを避けます。再起動アラームを各 1 分間の 3 回の評価期間に設定
することをお勧めします。

Amazon CloudWatch コンソールを使用してインスタンスを再起動するアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms]、[Create Alarm] の順に選択します。
3. [メトリクスの選択] ステップでは、以下の作業を行います。

a. [EC2 メトリクス] で、[インスタンス別メトリクス] を選択します。
b. インスタンスおよび StatusCheckFailed_Instance メトリクスがある行を選択します。
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c. 統計用には [Minimum] を選択します。
d. 期間を選択し ([1 Minute] など)、[次へ] を選択します。

4. [アラームの定義] ステップでは、以下の作業を行います。

a. [アラームのしきい値] で、アラームの一意の名前 (例: Reboot EC2 instance) と、アラームの説明 
(例: Reboot EC2 instance when health checks fail) を入力します。アラーム名には ASCII 文字の
みを使用する必要があります。

b. [次の時] の [が:] で [>] を選択し、「0」と入力します。[期間] で、連続した期間として「3」を入
力します。

しきい値がグラフ化されて [アラームのプレビュー] に表示されます。
c. [通知] の [通知の送信先] で、既存の SNS トピックを選択するか、新しいトピックを作成します。

SNS トピックを作成するには、[新しいリスト] を選択します。[通知の送信先] に、SNS トピック
の名前を入力します (例: Reboot_EC2_Instance)。[メールリスト] に、アラームが ALARM 状態に
変わったら通知する E メールアドレスを、カンマ区切りのリストに入力します。各 E メールアド
レスに、トピックのサブスクリプションの確認メールが送信されます。E メールアドレスに通知
を送信する前に、サブスクリプションを確認する必要があります。

d. [EC2 アクション] を選択します。
e. [アラームが次の時] で [状態: 警告] を選択します。[次のアクションを実行] で [このインスタンス

の再起動] を選択します。
f. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。

Amazon CloudWatch アラームへの復旧アクションの
追加
Amazon EC2 インスタンスをモニターリングする Amazon CloudWatch アラームを作成できます。この機
能により、基盤ハードウェアの障害や、AWS による修復を必要とする問題によりインスタンスが正常に機
能しなくなった場合に、自動的にそのインスタンスを復旧できます。終了したインスタンスは復旧できま
せん。復旧されたインスタンスは、インスタンス ID、プライベート IP アドレス、Elastic IP アドレス、す
べてのインスタンスメタデータを含め、元のインスタンスと同じです。

StatusCheckFailed_System アラームがトリガーされ、復旧アクションが開始されると、アラームを
作成したときに選択し、復旧アクションに関連付けた Amazon SNS トピックによって通知されます。イン
スタンスを復旧する際、インスタンスを再起動するときにインスタンスは移行され、メモリ内にあるデー
タは失われます。プロセスが完了すると、情報はアラームに設定された SNS トピックに発行されます。こ
の SNS トピックにサブスクライブされるすべてのユーザーは、復旧処理のステータスと、それ以降の手順
を含むメールの通知を受け取ります。復旧されたインスタンスでインスタンスが再起動されたことがわか
ります。

復旧アクションは、StatusCheckFailed_System でのみ使用できま
す。StatusCheckFailed_Instance では使用できません。

システムステータスチェックの失敗の原因となる問題には、次のようなものがあります。

• ネットワーク接続の喪失
• システム電源の喪失
• 物理ホストのソフトウェアの問題
• ネットワーク到達可能性に影響する、物理ホスト上のハードウェアの問題

復旧アクションは、一部のインスタンスタイプでのみサポートされています。サポートされているインス
タンスタイプとその他の要件についての詳細は、「インスタンスの復旧」および「要件」を参照してくだ
さい。
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Important

再起動と復旧アクション間で不具合が発生するのを回避するには、再起動アラームと復旧アラー
ムを同じ検査期間に設定するのを避けます。復旧アラームを各 1 分間の 2 つの評価期間に設定
し、再起動アラームを各 1 分間の 3 つの評価期間に設定することをお勧めします。

Amazon CloudWatch コンソールを使用してインスタンスを復旧するアラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms]、[Create Alarm] の順に選択します。
3. [メトリクスの選択] ステップでは、以下の作業を行います。

a. [EC2 メトリクス] で、[インスタンス別メトリクス] を選択します。
b. インスタンスおよび StatusCheckFailed_System メトリクスがある行を選択します。
c. 統計用には [Minimum] を選択します。
d. 期間 (例: 1 Minute) を選択します。

Important

再起動と復旧アクション間で不具合が発生するのを回避するには、再起動アラームと復
旧アラームを同じ検査期間に設定するのを避けます。復旧アラームを各 1 分間の 2 回の
評価期間に設定することをお勧めします。

e. [Next] (次へ) をクリックします。
4. [アラームの定義] ステップでは、以下の作業を行います。

a. [アラームのしきい値] で、アラームの一意の名前 (例: Recover EC2 instance) と、アラームの説明 
(例: Recover EC2 instance when health checks fail) を入力します。アラーム名には ASCII 文字の
みを使用する必要があります。

b. [次の時] の [が:] で [>] を選択し、「0」と入力します。[期間] で、連続した期間として「2」を入
力します。

c. [通知] の [通知の送信先] で、既存の SNS トピックを選択するか、新しいトピックを作成します。

SNS トピックを作成するには、[新しいリスト] を選択します。[通知の送信先] に、SNS トピック
の名前を入力します (例: Recover_EC2_Instance)。[メールリスト] に、アラームが ALARM 状態に
変わったら通知する E メールアドレスを、カンマ区切りのリストに入力します。各 E メールアド
レスに、トピックのサブスクリプションの確認メールが送信されます。E メールアドレスに通知
を送信する前に、サブスクリプションを確認する必要があります。

d. [EC2 アクション] を選択します。
e. [アラームが次の時] で [状態: 警告] を選択します。[次のアクションを実行] で [このインスタンス

の復元] を選択します。
f. [Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。

トリガーされたアラームとアクションの履歴の表示
Amazon CloudWatch コンソールで、アラームとアクションの履歴を表示できます。Amazon CloudWatch 
は、過去 2 週間分のアラームとアクションの履歴を保持します。

トリガーされたアラームとアクションを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [アラーム] を選択し、アラームを選択します。
3. 直近の状態遷移、および時間とメトリクス値を表示するには、[詳細] を選択します。
4. 直近の履歴のエントリを表示するには、[履歴] を選択します。
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AWS の予想請求額をモニタリングする請求アラー
ムの作成

Amazon CloudWatch を使用して、 予想 AWS 請求額をモニターリングすることができます。ご使用の 
AWS アカウントに対する予想請求額のモニターリングを有効にすると、予想請求額が計算されて、メトリ
クスデータとして CloudWatch に 1 日複数回送信されます。

請求メトリクスデータは米国東部 (バージニア北部) リージョンに保存され、世界全体の請求額として表さ
れます。このデータには、使用した AWS のサービス別の予想請求額と AWS 全体の予想請求額が含まれ
ています。

アカウントへの請求が指定したしきい値を超えると、アラームがトリガーされます。トリガーされるの
は、現在の請求がしきい値を超えた場合のみです。当月のそれまでの使用状況に基づく予測は使用されま
せん。

請求がすでにしきい値を超えているときに請求アラームを作成した場合、アラームは直ちに ALARM 状態に
なります。

Note

既に請求されている CloudWatch の料金の分析について詳しくは、「CloudWatch の請求とコス
ト (p. 9)」を参照してください。

タスク
• 請求アラートの有効化 (p. 218)
• 請求アラームの作成 (p. 219)
• 請求アラームの削除 (p. 220)

請求アラートの有効化
予想請求額のアラームを作成する前に、請求アラートを有効にする必要があります。有効にすると、AWS 
の予想請求額をモニターリングし、請求メトリクスデータを使用してアラームを作成できます。請求ア
ラートを有効にすると、データの収集を無効にできなくなりますが、作成した請求アラームはいつでも削
除できます。

初めて予想請求額のモニターリングを有効にした場合、請求データの表示と請求アラートの設定ができる
ようになるまで約 15 分かかります。

要件

• アカウントのルートユーザー認証情報を使用するか、請求情報を表示するアクセス許可が付与されてい
る IAM ユーザーとしてサインインする必要があります。

• 一括請求 (コンソリデーティッドビリング) のアカウントの場合、支払いアカウントでログインすると、
リンクされている各アカウントの請求データを見ることができます。リンクされているそれぞれのアカ
ウントと一括請求アカウントのどちらに対しても、予想請求合計額とサービスごとの予想請求額のデー
タを見ることができます。

• 一括請求 (コンソリデーティッドビリング) アカウントでは、メンバー連結アカウントのメトリクスは、
支払者アカウントが [請求アラートを受け取る] 設定を有効にしている場合にのみキャプチャされます。
管理/支払者アカウントのアカウントを変更する場合は、新しい管理/支払者アカウントの請求アラートを
有効にする必要があります。

• Amazon パートナーネットワーク (APN) アカウントの請求メトリクスは CloudWatch に対して公開さ
れないため、このアカウントを APN の一部にすることはできません。詳細については、「AWS パート
ナーネットワーク」を参照してください。
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予想請求額のモニターリングを有効にするには

1. AWS Billing コンソール https://console.aws.amazon.com/billing/ を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[請求設定] を選択します。
3. [アラート設定] で [編集] を選択します。
4. [CloudWatch 請求アラートを受信する] を選択します。
5. [詳細設定を保存] を選択します。

請求アラームの作成
Important

請求アラームを作成する前に、リージョンを米国東部 (バージニア北部) に設定する必要があり
ます。請求メトリクスデータは、このリージョンに保存され、世界全体の請求額を示します。ま
た、自分のアカウントまたは管理/支払者アカウント (一括請求を使用している場合) で、請求ア
ラートを有効にする必要があります。詳細については、「請求アラートの有効化 (p. 218)」を参
照してください。

この手順では、AWS の予想請求額が、定義されたしきい値を超えた場合に通知を送信するアラームを作成
します。

CloudWatch コンソールを用いて請求アラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) を選択し、[All alarms] (アラームの作成) を選択しま

す。
3. [アラームの作成] を選択します。
4. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。[Browse] (参照) で、[Billing] (請求) を選択してか

ら、[Total Estimated Charge] (概算合計請求額) を選択します。

Note

[Billing] (請求)/[Total Estimated Charge] (概算合計請求額) メトリクスが表示されない場合
は、請求アラートを有効にして、リージョンを米国東部 (バージニア北部) に変更します。詳
細については、「請求アラートの有効化 (p. 218)」を参照してください。

5. [EstimatedCharges] メトリクスの横にあるチェックボックスをオンにして、[Select metric] (メトリク
スの選択) を選択します。

6. [統計] で、[Maximum] を選択します。
7. [Period] (期間) で、[6 hours] (6 時間) を選択します。
8. [Threshold type] で [静的] を選択します。
9. [Whenever EstimatedCharges is . . .] (EstimatedCharges が次の場合) で、[Greater] (より大きい) を選

択します。
10. [次よりも] で、アラームをトリガーさせる値を定義します。例えば、200 USD などです。

[EstimatedCharges] のメトリクス値は米ドル (USD) のみで、通貨換算は Amazon Services LLC が行
います。詳細については、「AWS Billing とは」を参照してください。

Note

しきい値を定義すると、プレビューグラフに当月の予想請求額が表示されます。
11. [追加設定] を選択し、次の操作を行います。

• [Datapoints to alarm] (アラームを実行するデータポイント) で、1 個中 1 個 を指定します。
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• [Missing data treatment] (欠落データの処理) で、[Treat missing data as missing] (欠落データを欠落
として処理) を選択します。

12. [Next] (次へ) をクリックします。
13. [通知] で、[アラーム状態] が選択されていることを確認します。次に、アラームが ALARM 状態の時に

通知される Amazon SNS トピックを選択します。Amazon SNS トピックには E メールアドレスを含
めることができるため、請求金額が指定したしきい値を超えたときに E メールを受信できます。

既存の Amazon SNS トピックを選択するか、新しい Amazon SNS トピックを作成するか、またはト
ピック ARN を使用して他のアカウントに通知することができます。同じアラーム状態または異なる
アラーム状態について複数の通知を送信する場合は、[Add notification] (通知の追加)を選択します。

14. [Next] (次へ) をクリックします。
15. [Name and description] (名前と説明) で、アラームの名前と説明を入力します。

• (オプション) アラームの説明を入力します。
16. [Next] (次へ) をクリックします。
17. [Preview and create] (プレビューと作成) で、設定が正しいことを確認してから、[Create alarm] (ア

ラームの作成) を選択します。

請求アラームの削除
不要になった請求アラームは削除できます。

請求アラームを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 必要に応じて、リージョンを米国東部 (バージニア) に変更します。請求メトリクスデータは、この

リージョンに保存され、世界全体の請求額を反映します。
3. ナビゲーションペインで、[アラーム]、[すべてのアラーム] の順に選択します。
4. アラームの横にあるチェックボックスをオンにして、[アクション]、[削除] の順に選択します。
5. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes、Delete] を選択します。

Auto Scaling アラームを非表示にする
AWS Management Console でアラームを表示すると、Amazon EC2 Auto Scaling と Application Auto 
Scaling の両方に関連するアラームを非表示にすることができます。この機能は、 でのみ使用できます
AWS Management Console

Auto Scaling アラームを一時的に非表示にするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム)、[All alarms] (すべてのアラーム) の順に選択し、[Hide 

Auto Scaling alarms] (すべてのオートスケーリングアラームを非表示にする) を選択します。

アラームイベントと EventBridge
CloudWatch アラームが作成、更新、削除されたり、アラームの状態が変更されるたびに、CloudWatch は 
Amazon EventBridge にイベントを送信します。EventBridge およびこれらのイベントを使用して、アラー
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ム状態が変わったときに通知するなどのアクションを実行するルールを記述できます。詳細については、
「Amazon EventBridge とは」を参照してください。

CloudWatch は、アラーム状態変更イベントが EventBridge に確実に配信されるようにします。

CloudWatch のサンプルイベント
このセクションでは、CloudWatch からのイベント例を示します。

単一のメトリクスに基づくアラームの状態変化

{ 
    "version": "0", 
    "id": "c4c1c1c9-6542-e61b-6ef0-8c4d36933a92", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm State Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2019-10-02T17:04:40Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:ServerCpuTooHigh" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "ServerCpuTooHigh", 
        "configuration": { 
            "description": "Goes into alarm when server CPU utilization is too high!", 
            "metrics": [ 
                { 
                    "id": "30b6c6b2-a864-43a2-4877-c09a1afc3b87", 
                    "metricStat": { 
                        "metric": { 
                            "dimensions": { 
                                "InstanceId": "i-12345678901234567" 
                            }, 
                            "name": "CPUUtilization", 
                            "namespace": "AWS/EC2" 
                        }, 
                        "period": 300, 
                        "stat": "Average" 
                    }, 
                    "returnData": true 
                } 
            ] 
        }, 
        "previousState": { 
            "reason": "Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints 
 [0.0666851903306472 (01/10/19 13:46:00)] was not greater than the threshold (50.0) 
 (minimum 1 datapoint for ALARM -> OK transition).", 
            "reasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2019-10-01T13:56:40.985+0000\",\"startDate\":\"2019-10-01T13:46:00.000+0000\",\"statistic
\":\"Average\",\"period\":300,\"recentDatapoints\":[0.0666851903306472],\"threshold
\":50.0}", 
            "timestamp": "2019-10-01T13:56:40.987+0000", 
            "value": "OK" 
        }, 
        "state": { 
            "reason": "Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [99.50160229693434 
 (02/10/19 16:59:00)] was greater than the threshold (50.0) (minimum 1 datapoint for OK -> 
 ALARM transition).", 
            "reasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2019-10-02T17:04:40.985+0000\",\"startDate\":\"2019-10-02T16:59:00.000+0000\",\"statistic
\":\"Average\",\"period\":300,\"recentDatapoints\":[99.50160229693434],\"threshold
\":50.0}", 
            "timestamp": "2019-10-02T17:04:40.989+0000", 
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            "value": "ALARM" 
        } 
    }
}

メトリクスの数式に基づくアラームの状態変化

{ 
    "version": "0", 
    "id": "2dde0eb1-528b-d2d5-9ca6-6d590caf2329", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm State Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2019-10-02T17:20:48Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:TotalNetworkTrafficTooHigh" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "TotalNetworkTrafficTooHigh", 
        "configuration": { 
            "description": "Goes into alarm if total network traffic exceeds 10Kb", 
            "metrics": [ 
                { 
                    "expression": "SUM(METRICS())", 
                    "id": "e1", 
                    "label": "Total Network Traffic", 
                    "returnData": true 
                }, 
                { 
                    "id": "m1", 
                    "metricStat": { 
                        "metric": { 
                            "dimensions": { 
                                "InstanceId": "i-12345678901234567" 
                            }, 
                            "name": "NetworkIn", 
                            "namespace": "AWS/EC2" 
                        }, 
                        "period": 300, 
                        "stat": "Maximum" 
                    }, 
                    "returnData": false 
                }, 
                { 
                    "id": "m2", 
                    "metricStat": { 
                        "metric": { 
                            "dimensions": { 
                                "InstanceId": "i-12345678901234567" 
                            }, 
                            "name": "NetworkOut", 
                            "namespace": "AWS/EC2" 
                        }, 
                        "period": 300, 
                        "stat": "Maximum" 
                    }, 
                    "returnData": false 
                } 
            ] 
        }, 
        "previousState": { 
            "reason": "Unchecked: Initial alarm creation", 
            "timestamp": "2019-10-02T17:20:03.642+0000", 
            "value": "INSUFFICIENT_DATA" 
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        }, 
        "state": { 
            "reason": "Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [45628.0 (02/10/19 
 17:10:00)] was greater than the threshold (10000.0) (minimum 1 datapoint for OK -> ALARM 
 transition).", 
            "reasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2019-10-02T17:20:48.551+0000\",\"startDate\":\"2019-10-02T17:10:00.000+0000\",\"period
\":300,\"recentDatapoints\":[45628.0],\"threshold\":10000.0}", 
            "timestamp": "2019-10-02T17:20:48.554+0000", 
            "value": "ALARM" 
        } 
    }
}

異常検出アラームの状態変化

{ 
    "version": "0", 
    "id": "daafc9f1-bddd-c6c9-83af-74971fcfc4ef", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm State Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2019-10-03T16:00:04Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": ["arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:EC2 CPU Utilization 
 Anomaly"], 
    "detail": { 
        "alarmName": "EC2 CPU Utilization Anomaly", 
        "state": { 
            "value": "ALARM", 
            "reason": "Thresholds Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [0.0 (03/10/19 
 15:58:00)] was less than the lower thresholds [0.020599444741798756] or greater than the 
 upper thresholds [0.3006915352732461] (minimum 1 datapoint for OK -> ALARM transition).", 
            "reasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2019-10-03T16:00:04.650+0000\",\"startDate\":\"2019-10-03T15:58:00.000+0000\",\"period
\":60,\"recentDatapoints\":[0.0],\"recentLowerThresholds\":[0.020599444741798756],
\"recentUpperThresholds\":[0.3006915352732461]}", 
            "timestamp": "2019-10-03T16:00:04.653+0000" 
        }, 
        "previousState": { 
            "value": "OK", 
            "reason": "Thresholds Crossed: 1 out of the last 1 datapoints 
 [0.166666666664241 (03/10/19 15:57:00)] was not less than the lower thresholds 
 [0.0206719426210418] or not greater than the upper thresholds [0.30076870222143803] 
 (minimum 1 datapoint for ALARM -> OK transition).", 
            "reasonData": "{\"version\":\"1.0\",\"queryDate\":
\"2019-10-03T15:59:04.670+0000\",\"startDate\":\"2019-10-03T15:57:00.000+0000\",
\"period\":60,\"recentDatapoints\":[0.166666666664241],\"recentLowerThresholds\":
[0.0206719426210418],\"recentUpperThresholds\":[0.30076870222143803]}", 
            "timestamp": "2019-10-03T15:59:04.672+0000" 
        }, 
        "configuration": { 
            "description": "Goes into alarm if CPU Utilization is out of band", 
            "metrics": [{ 
                "id": "m1", 
                "metricStat": { 
                    "metric": { 
                        "namespace": "AWS/EC2", 
                        "name": "CPUUtilization", 
                        "dimensions": { 
                            "InstanceId": "i-12345678901234567" 
                        } 
                    }, 
                    "period": 60, 
                    "stat": "Average" 
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                }, 
                "returnData": true 
            }, { 
                "id": "ad1", 
                "expression": "ANOMALY_DETECTION_BAND(m1, 0.8)", 
                "label": "CPUUtilization (expected)", 
                "returnData": true 
            }] 
        } 
    }
}

サプレッサーアラーム付き複合アラームの状態変化

{ 
    "version": "0", 
    "id": "d3dfc86d-384d-24c8-0345-9f7986db0b80", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm State Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-07-22T15:57:45Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:ServiceAggregatedAlarm" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
        "state": { 
            "actionsSuppressedBy": "WaitPeriod", 
            "actionsSuppressedReason": "Actions suppressed by WaitPeriod", 
            "value": "ALARM", 
            "reason": "arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:123456789012:alarm:SuppressionDemo.EventBridge.FirstChild transitioned to ALARM at 
 Friday 22 July, 2022 15:57:45 UTC", 
            "reasonData": "{\"triggeringAlarms\":[{\"arn\":\"arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:123456789012:alarm:ServerCpuTooHigh\",\"state\":{\"value\":\"ALARM\",\"timestamp\":
\"2022-07-22T15:57:45.394+0000\"}}]}", 
            "timestamp": "2022-07-22T15:57:45.394+0000" 
        }, 
        "previousState": { 
            "value": "OK", 
            "reason": "arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:123456789012:alarm:SuppressionDemo.EventBridge.Main was created and its alarm rule 
 evaluates to OK", 
            "reasonData": "{\"triggeringAlarms\":[{\"arn\":\"arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:123456789012:alarm:TotalNetworkTrafficTooHigh\",\"state\":{\"value\":\"OK\",
\"timestamp\":\"2022-07-14T16:28:57.770+0000\"}},{\"arn\":\"arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:123456789012:alarm:ServerCpuTooHigh\",\"state\":{\"value\":\"OK\",\"timestamp\":
\"2022-07-14T16:28:54.191+0000\"}}]}", 
            "timestamp": "2022-07-22T15:56:14.552+0000" 
        }, 
        "configuration": { 
            "alarmRule": "ALARM(ServerCpuTooHigh) OR ALARM(TotalNetworkTrafficTooHigh)", 
            "actionsSuppressor": "ServiceMaintenanceAlarm", 
            "actionsSuppressorWaitPeriod": 120, 
            "actionsSuppressorExtensionPeriod": 180 
        } 
    }
}

複合アラームの作成

{ 
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    "version": "0", 
    "id": "91535fdd-1e9c-849d-624b-9a9f2b1d09d0", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm Configuration Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-03-03T17:06:22Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:ServiceAggregatedAlarm" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
        "operation": "create", 
        "state": { 
            "value": "INSUFFICIENT_DATA", 
            "timestamp": "2022-03-03T17:06:22.289+0000" 
        }, 
        "configuration": { 
            "alarmRule": "ALARM(ServerCpuTooHigh) OR ALARM(TotalNetworkTrafficTooHigh)", 
            "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
            "description": "Aggregated monitor for instance", 
            "actionsEnabled": true, 
            "timestamp": "2022-03-03T17:06:22.289+0000", 
            "okActions": [], 
            "alarmActions": [], 
            "insufficientDataActions": [] 
        } 
    }
}

サプレッサーアラーム付き複合アラームの作成

{ 
    "version": "0", 
    "id": "454773e1-09f7-945b-aa2c-590af1c3f8e0", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm Configuration Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-07-14T13:59:46Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:ServiceAggregatedAlarm" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
        "operation": "create", 
        "state": { 
            "value": "INSUFFICIENT_DATA", 
            "timestamp": "2022-07-14T13:59:46.425+0000" 
        }, 
        "configuration": { 
            "alarmRule": "ALARM(ServerCpuTooHigh) OR ALARM(TotalNetworkTrafficTooHigh)", 
            "actionsSuppressor": "ServiceMaintenanceAlarm", 
            "actionsSuppressorWaitPeriod": 120, 
            "actionsSuppressorExtensionPeriod": 180, 
            "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
            "actionsEnabled": true, 
            "timestamp": "2022-07-14T13:59:46.425+0000", 
            "okActions": [], 
            "alarmActions": [], 
            "insufficientDataActions": [] 
        } 
    }
}
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メトリクスアラームの更新

{ 

    "version": "0", 
    "id": "bc7d3391-47f8-ae47-f457-1b4d06118d50", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm Configuration Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-03-03T17:06:34Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:ServerCpuTooHigh" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "ServerCpuTooHigh", 
        "operation": "update", 
        "state": { 
            "value": "INSUFFICIENT_DATA", 
            "timestamp": "2022-03-03T17:06:13.757+0000" 
        }, 
        "configuration": { 
            "evaluationPeriods": 1, 
            "threshold": 80, 
            "comparisonOperator": "GreaterThanThreshold", 
            "treatMissingData": "ignore", 
            "metrics": [ 
                { 
                    "id": "86bfa85f-b14c-ebf7-8916-7da014ce23c0", 
                    "metricStat": { 
                        "metric": { 
                            "namespace": "AWS/EC2", 
                            "name": "CPUUtilization", 
                            "dimensions": { 
                                "InstanceId": "i-12345678901234567" 
                            } 
                        }, 
                        "period": 300, 
                        "stat": "Average" 
                    }, 
                    "returnData": true 
                } 
            ], 
            "alarmName": "ServerCpuTooHigh", 
            "description": "Goes into alarm when server CPU utilization is too high!", 
            "actionsEnabled": true, 
            "timestamp": "2022-03-03T17:06:34.267+0000", 
            "okActions": [], 
            "alarmActions": [], 
            "insufficientDataActions": [] 
        }, 
        "previousConfiguration": { 
            "evaluationPeriods": 1, 
            "threshold": 70, 
            "comparisonOperator": "GreaterThanThreshold", 
            "treatMissingData": "ignore", 
            "metrics": [ 
                { 
                    "id": "d6bfa85f-893e-b052-a58b-4f9295c9111a", 
                    "metricStat": { 
                        "metric": { 
                            "namespace": "AWS/EC2", 
                            "name": "CPUUtilization", 
                            "dimensions": { 
                                "InstanceId": "i-12345678901234567" 
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                            } 
                        }, 
                        "period": 300, 
                        "stat": "Average" 
                    }, 
                    "returnData": true 
                } 
            ], 
            "alarmName": "ServerCpuTooHigh", 
            "description": "Goes into alarm when server CPU utilization is too high!", 
            "actionsEnabled": true, 
            "timestamp": "2022-03-03T17:06:13.757+0000", 
            "okActions": [], 
            "alarmActions": [], 
            "insufficientDataActions": [] 
        } 
    }
}

サプレッサーアラーム付き複合アラームの更新

{ 
    "version": "0", 
    "id": "4c6f4177-6bd5-c0ca-9f05-b4151c54568b", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm Configuration Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-07-14T13:59:56Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:ServiceAggregatedAlarm" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
        "operation": "update", 
        "state": { 
            "actionsSuppressedBy": "WaitPeriod", 
            "value": "ALARM", 
            "timestamp": "2022-07-14T13:59:46.425+0000" 
        }, 
        "configuration": { 
            "alarmRule": "ALARM(ServerCpuTooHigh) OR ALARM(TotalNetworkTrafficTooHigh)", 
            "actionsSuppressor": "ServiceMaintenanceAlarm", 
            "actionsSuppressorWaitPeriod": 120, 
            "actionsSuppressorExtensionPeriod": 360, 
            "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
            "actionsEnabled": true, 
            "timestamp": "2022-07-14T13:59:56.290+0000", 
            "okActions": [], 
            "alarmActions": [], 
            "insufficientDataActions": [] 
        }, 
        "previousConfiguration": { 
            "alarmRule": "ALARM(ServerCpuTooHigh) OR ALARM(TotalNetworkTrafficTooHigh)", 
            "actionsSuppressor": "ServiceMaintenanceAlarm", 
            "actionsSuppressorWaitPeriod": 120, 
            "actionsSuppressorExtensionPeriod": 180, 
            "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
            "actionsEnabled": true, 
            "timestamp": "2022-07-14T13:59:46.425+0000", 
            "okActions": [], 
            "alarmActions": [], 
            "insufficientDataActions": [] 
        } 
    }
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}

メトリクスの数式に基づくアラームの削除

{ 

    "version": "0", 
    "id": "f171d220-9e1c-c252-5042-2677347a83ed", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm Configuration Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-03-03T17:07:13Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:TotalNetworkTrafficTooHigh" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "TotalNetworkTrafficTooHigh", 
        "operation": "delete", 
        "state": { 
            "value": "INSUFFICIENT_DATA", 
            "timestamp": "2022-03-03T17:06:17.672+0000" 
        }, 
        "configuration": { 
            "evaluationPeriods": 1, 
            "threshold": 10000, 
            "comparisonOperator": "GreaterThanThreshold", 
            "treatMissingData": "ignore", 
            "metrics": [{ 
                    "id": "m1", 
                    "metricStat": { 
                        "metric": { 
                            "namespace": "AWS/EC2", 
                            "name": "NetworkIn", 
                            "dimensions": { 
                                "InstanceId": "i-12345678901234567" 
                            } 
                        }, 
                        "period": 300, 
                        "stat": "Maximum" 
                    }, 
                    "returnData": false 
                }, 
                { 
                    "id": "m2", 
                    "metricStat": { 
                        "metric": { 
                            "namespace": "AWS/EC2", 
                            "name": "NetworkOut", 
                            "dimensions": { 
                                "InstanceId": "i-12345678901234567" 
                            } 
                        }, 
                        "period": 300, 
                        "stat": "Maximum" 
                    }, 
                    "returnData": false 
                }, 
                { 
                    "id": "e1", 
                    "expression": "SUM(METRICS())", 
                    "label": "Total Network Traffic", 
                    "returnData": true 
                } 
            ], 
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            "alarmName": "TotalNetworkTrafficTooHigh", 
            "description": "Goes into alarm if total network traffic exceeds 10Kb", 
            "actionsEnabled": true, 
            "timestamp": "2022-03-03T17:06:17.672+0000", 
            "okActions": [], 
            "alarmActions": [], 
            "insufficientDataActions": [] 

        } 
    }
}

サプレッサーアラーム付き複合アラームの削除

{ 
    "version": "0", 
    "id": "e34592a1-46c0-b316-f614-1b17a87be9dc", 
    "detail-type": "CloudWatch Alarm Configuration Change", 
    "source": "aws.cloudwatch", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-07-14T14:00:01Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:123456789012:alarm:ServiceAggregatedAlarm" 
    ], 
    "detail": { 
        "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
        "operation": "delete", 
        "state": { 
            "actionsSuppressedBy": "WaitPeriod", 
            "value": "ALARM", 
            "timestamp": "2022-07-14T13:59:46.425+0000" 
        }, 
        "configuration": { 
            "alarmRule": "ALARM(ServerCpuTooHigh) OR ALARM(TotalNetworkTrafficTooHigh)", 
            "actionsSuppressor": "ServiceMaintenanceAlarm", 
            "actionsSuppressorWaitPeriod": 120, 
            "actionsSuppressorExtensionPeriod": 360, 
            "alarmName": "ServiceAggregatedAlarm", 
            "actionsEnabled": true, 
            "timestamp": "2022-07-14T13:59:56.290+0000", 
            "okActions": [], 
            "alarmActions": [], 
            "insufficientDataActions": [] 
        } 
    }
}
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ションのヘルスのモニターリング

アプリケーションのモニタリング
このセクションのトピックでは、AWS リソースに関するオペレーションの可視性を高めるのに役立つ 
CloudWatch の機能について説明します。

トピック
• ServiceLens を使用したアプリケーションのヘルスのモニターリング (p. 230)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor の使用 (p. 245)
• 模擬モニターリングの使用 (p. 288)
• CloudWatch Evidently での起動と A/B 実験を実行する (p. 383)
• CloudWatch RUM を使用する (p. 421)

ServiceLens を使用したアプリケーションのヘルス
のモニターリング

CloudWatch ServiceLens は、トレース、メトリクス、ログ、アラーム、および他のリソースヘルス情
報を 1 か所に統合することで、サービスとアプリケーションの監視性を強化します。ServiceLens は 
CloudWatch を AWS X-Ray と統合して、アプリケーションのエンドツーエンドのビューを提供し、パ
フォーマンスのボトルネックをより効率的に特定して、影響を受けるユーザーを特定するのに役立ちま
す。サービスマップには、サービスエンドポイントとリソースが「ノード」として表示され、各ノード
とその接続のトラフィック、レイテンシー、およびエラーがハイライトされます。ノードを選択すると、
サービスのその部分に関連付けられた相関メトリクス、ログ、およびトレースに関する詳細なインサイト
を表示できます。これにより、問題とそのアプリケーションへの影響を調査できます。

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティでモニターリングアカウントとして設定されたアカ
ウントにサインインしている場合、表示されるサービスマップには、このモニターリングアカウントに
リンクされたソースアカウントのノードが含まれます。CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリ
ティを ServiceLens で使用すると、トレースリンクを介して相互に呼び出しを行う複数のアカウントの
ノードをエンドツーエンドで可視化できます。詳細については、「CloudWatch のクロスアカウントオブ
ザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。
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ServiceLens と相関メトリクス、ログ、トレースを最大限に活用するには、X-Ray SDK とアプリケーショ
ンのインストルメンテーションを更新する必要があります。ServiceLens は、Amazon EC2 で実行されて
いる Lambda 関数、API Gateway、Java ベースのアプリケーション、および Amazon EKS で実行されて
いる Java ベースのアプリケーション、または Container Insights がデプロイされた Kubernetes のログ相
関をサポートします。

トピック
• ServiceLens のデプロイ (p. 231)
• ServiceLens でのサービスマップの使用 (p. 240)
• ServiceLens のリソースのヘルスビューの使用 (p. 242)
• ServiceLens のトラブルシューティング (p. 243)

ServiceLens のデプロイ
ServiceLens のデプロイには、次の 2 つのステップが必要です。
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• サービスマップを表示できるように AWS X-Ray をデプロイします。
• CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンをデプロイして、CloudWatch メトリクスおよび 

CloudWatch Logs とのサービスマップの統合を有効にします。

トピック
• のデプロイAWS X-Ray (p. 232)
• CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンのデプロイ (p. 233)

のデプロイAWS X-Ray
任意の AWS X-Ray SDK を使用して X-Ray を有効にすることができます。ただし、ログとメトリクスのト
レースとの関連付けは、Java SDK を使用する場合にのみサポートされます。

X-Ray をデプロイするには、標準の X-Ray 設定に従います。詳細については、以下を参照してください。

• AWS X-Ray SDK for Java (ログの相関関係をサポート)
• The X-Ray SDK for Node.js
• AWS X-Ray SDK for .NET
• AWS X-Ray SDK for Go
• AWS X-Ray SDK for Python
• AWS X-Ray SDK for Ruby

X-Ray 設定が完了したら、以下のセクションの手順に従って X-Ray を CloudWatch Logs と統合し、セグ
メントメトリクスを有効にします。

トピック
• CloudWatch Logs との統合 (p. 232)
• X-Ray からのセグメントメトリクスの有効化 (p. 233)

CloudWatch Logs との統合

CloudWatch Logs との統合を有効にするには、次の 2 つのステップがあります。

• ログの相関関係へのトレースを有効にします。これは、SDK for Java を使用してのみサポートされま
す。

• トレース ID インジェクションを設定します。

トレースとログの関連付けの有効化

SDK for Java は、一連の標準アプリケーションログ記録フレームワークと CloudWatch Logs のネイティブ
サポートの両方をサポートします。次のステップを完了する前に、 の標準セットアップを完了しておく必
要がありますAWS X-Ray SDK for Java

サポートされているランタイムは、Amazon EC2、CloudWatch Container Insights が有効な Amazon 
ECS、および Lambda です。

• Amazon EC2 で相関を記録するトレースを有効にするには、X-Ray EC2 プラグインを有効にします。詳
細については、「サービスプラグイン」を参照してください

• Amazon EKS のログの相関関係へのトレースを有効にするには、Container Insights を有効にします 
(まだ有効になっていない場合) 。詳細については、「」を参照してくださいContainer Insights の使
用 (p. 469)
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次に、X-Ray SDK EKS プラグインを有効にします。詳細については、「サービスプラグイン」を参照
してください。

• トレースを有効にして Lambda の相関を記録するには、Lambda で X-Ray を有効にする必要がありま
す。詳細については、「AWS Lambda」および「AWS X-Ray」を参照してください。

トレース ID インジェクションの有効化

トレース ID インジェクションを有効にする方法については、「ログ記録」を参照してください。

X-Ray からのセグメントメトリクスの有効化

AWS X-Ray SDK for Java は、セグメントに関するいくつかのメトリクスを CloudWatch に出力して、レ
イテンシー、スロットル、エラー、および障害レートのサンプリングされていないビューを提供できま
す。CloudWatch エージェントを使用してこれらのメトリクスを発行し、アプリケーションのパフォーマ
ンスへの影響を最小限に抑えます。セグメントの詳細については、「セグメント」を参照してください。

セグメントメトリクスを有効にすると、[XRayApplicationMetrics] というロググループが作成され、メトリ
クスの [ErrorRate]、[FaultRate]、[ThrottleRate]、および [Latency] が [Observability] と呼ばれるカスタム 
CloudWatch メトリクス名前空間に発行されます。

セグメントメトリクスは、現在 Lambda ではサポートされていません。

AWS X-Ray SDK for Java がセグメントメトリクスを発行できるようにするには、次の例を使用します。

AWSXRayRecorderBuilder builder = AWSXRayRecorderBuilder.standard().withSegmentListener(new 
 MetricsSegmentListener());

ServiceLens を Amazon EKS および Container Insights で使用している場合は、次の例に示すよう
に、AWS_XRAY_METRICS_DAEMON_ADDRESS 環境変数を HOST_IP に追加します。

env:
- name: HOST_IP 
  valueFrom:  
    fieldRef:  
      apiVersion: v1  
      fieldPath: status.hostIP
- name: AWS_XRAY_METRICS_DAEMON_ADDRESS  
  value: $(HOST_IP):25888

詳細については、「X-Ray CloudWatch メトリクスを有効にする」を参照してください。

CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンのデプロイ
このセクションでは、CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンをデプロイする方法について説明しま
す。エージェントとデーモンは、次の環境にデプロイできます。

• Amazon ECS または Fargate
• Amazon EC2 でホストされている Amazon EKS または Kubernetes
• Amazon EC2

これらの各環境のデプロイステップについては、以降のセクションで説明します。

トピック
• Amazon ECS での CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンのデプロイ (p. 234)
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• Amazon EKS または Kubernetes での CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンのデプロ
イ (p. 237)

• Amazon EC2 での CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンのデプロイ (p. 240)

Amazon ECS での CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンのデプロイ
Amazon ECS では、メトリクスを収集するために、CloudWatch エージェントをサイドカーとしてアプリ
ケーションコンテナにデプロイします。CloudWatch エージェントは、SSM Parameter Store を使用して
設定できます。

IAM ロールの作成

IAM ロールを 2 つ作成する必要があります。これらのロールをすでに作成している場合は、アクセス許可
を追加する必要があります。

• ECS タスクロール – コンテナは、このロールを使用して実行します。アクセス許可は、アプリケーショ
ンが必要とするものと、CloudWatchAgentServerPolicy と AWSXRayDaemonWriteAccess である必要が
あります。

• ECS タスク実行ロール – Amazon ECS は、このロールを使用してコンテナを起動および
実行します。このロールを既に作成している場合は、[AmazonSSMReadOnlyAccess]、
[AmazonECSTaskExecutionRolePolicy]、および [CloudWatchAgentServerPolicy] ポリシーをアタッチし
ます。

使用する Amazon ECS のより機密性の高いデータを保存する必要がある場合は、「機密データの指定」
を参照してください。

IAM ロールの作成についての詳細は、「IAM ロールの作成」を参照してください。

SSM Parameter Store にエージェント設定を保存する

エージェント設定ファイルに次のセクションがあることを確認し、それを SSM Parameter Store にアップ
ロードする必要があります。

{ 
  "logs": { 
    "metrics_collected": { 
      "emf": {} 
    } 
  }
}

エージェント設定を SSM Parameter Store にアップロードするには

1. エージェント設定コンテンツをローカルファイル /tmp/ecs-cwagent.json に格納する
2. 以下のコマンドを入力します。region をクラスターのリージョンに置き換えます。

aws ssm put-parameter \
--name "ecs-cwagent" \
--type "String" \
--value "`cat /tmp/ecs-cwagent.json`" \
--region "region"

タスク定義を作成して、タスクを起動する

このタスクのステップは、EC2 起動タイプと Fargate 起動タイプのどちらを使用するかによって異なりま
す。
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EC2 起動タイプ

まず、タスク定義を作成します。この例では、コンテナ「demo-app」は、X-Ray SDK メトリクスを 
CloudWatch エージェントに送信し、トレース情報を X-Ray デーモンに送信します。

次のタスク定義を /tmp/ecs-cwagent-ec2.json などのローカル JSON ファイルにコピーします。次
のプレースホルダーを置き換えます。

• {{ecs-task-role}} を、ECS タスクロールの ARN に置き換えます。
• {{ecs-task-execution-role}} を ECS タスク実行ロールの ARN に置き換えます。
• {{demo-app-image}} を X-Ray SDK 統合が有効になっているアプリケーションイメージに置き換え

ます。demo-app から独自のアプリケーション名に名前を変更します。
• {{region}} をコンテナのログを送信する AWS リージョンの名前に置き換えます。例えば、us-
west-2 です。

{ 
    "family": "ecs-cwagent-ec2", 
    "taskRoleArn": "{{ecs-task-role}}", 
    "executionRoleArn": "{{ecs-task-execution-role}}", 
    "networkMode": "bridge", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "demo-app", 
            "image": "{{demo-app-image}}", 
            "links": [ 
                "cloudwatch-agent", 
                "xray-daemon" 
            ], 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                  "awslogs-create-group": "True", 
                  "awslogs-group": "/ecs/ecs-cwagent-ec2", 
                  "awslogs-region": "{{region}}", 
                  "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "name": "xray-daemon", 
            "image": "public.ecr.aws/xray/aws-xray-daemon:latest", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                  "awslogs-create-group": "True", 
                  "awslogs-group": "/ecs/ecs-cwagent-ec2", 
                  "awslogs-region": "{{region}}", 
                  "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "name": "cloudwatch-agent", 
            "image": "public.ecr.aws/cloudwatch-agent/cloudwatch-agent:latest", 
            "secrets": [ 
                { 
                    "name": "CW_CONFIG_CONTENT", 
                    "valueFrom": "ecs-cwagent" 
                } 
            ], 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
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                "options": { 
                  "awslogs-create-group": "True", 
                  "awslogs-group": "/ecs/ecs-cwagent-ec2", 
                  "awslogs-region": "{{region}}", 
                  "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "EC2" 
    ], 
    "cpu": "256", 
    "memory": "256"
}

次のコマンドを使用して、タスク定義を作成します。{{region}} をクラスターのリージョンに置き換え
ます。

aws ecs register-task-definition \ 
    --cli-input-json file:///tmp/ecs-cwagent-ec2.json \ 
    --region {{region}}

以下のコマンドを入力して、タスクを起動します。{{cluster-name}} および {{region}} をクラス
ターの名前とリージョンに置き換えます。

aws ecs run-task \ 
    --cluster {{cluster-name}} \ 
    --task-definition ecs-cwagent-ec2 \ 
    --region {{region}} \ 
    --launch-type EC2

Fargate 起動タイプ

まず、タスク定義を作成します。この例では、コンテナ「demo-app」は、X-Ray SDK メトリクスを 
CloudWatch エージェントに送信し、トレース情報を X-Ray デーモンに送信します。

次のタスク定義を /tmp/ecs-cwagent-ec2.json などのローカル JSON ファイルにコピーします。次
のプレースホルダーを置き換えます。

• {{ecs-task-role}} を、ECS タスクロールの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
• {{ecs-task-execution-role}} を ECS タスク実行ロールの ARN に置き換えます。
• {{demo-app-image}} を X-Ray SDK 統合が有効になっているアプリケーションイメージに置き換え

ます。demo-app から独自のアプリケーション名に名前を変更します。
• {{region}} をコンテナのログを送信する AWS リージョンの名前に置き換えます。例えば、us-
west-2 です。

{ 
    "family": "ecs-cwagent-fargate", 
    "taskRoleArn": "{{ecs-task-role}}", 
    "executionRoleArn": "{{ecs-task-execution-role}}", 
    "networkMode": "awsvpc", 
    "containerDefinitions": [ 
        { 
            "name": "demo-app", 
            "image": "{{demo-app-image}}", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
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                  "awslogs-create-group": "True", 
                  "awslogs-group": "/ecs/ecs-cwagent-fargate", 
                  "awslogs-region": "{{region}}", 
                  "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "name": "xray-daemon", 
            "image": "public.ecr.aws/xray/aws-xray-daemon:latest", 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                  "awslogs-create-group": "True", 
                  "awslogs-group": "/ecs/ecs-cwagent-fargate", 
                  "awslogs-region": "{{region}}", 
                  "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "name": "cloudwatch-agent", 
            "image": "public.ecr.aws/cloudwatch-agent/cloudwatch-agent:latest", 
            "secrets": [ 
                { 
                    "name": "CW_CONFIG_CONTENT", 
                    "valueFrom": "ecs-cwagent" 
                } 
            ], 
            "logConfiguration": { 
                "logDriver": "awslogs", 
                "options": { 
                  "awslogs-create-group": "True", 
                  "awslogs-group": "/ecs/ecs-cwagent-fargate", 
                  "awslogs-region": "{{region}}", 
                  "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "requiresCompatibilities": [ 
        "FARGATE" 
    ], 
    "cpu": "512", 
    "memory": "1024"
}

次のコマンドを使用して、タスク定義を作成します。{{region}} をクラスターのリージョンに置き換え
ます。

aws ecs register-task-definition \ 
    --cli-input-json file:///tmp/ecs-cwagent-fargate.json \ 
    --region {{region}}

Fargate クラスターを既にセットアップしている場合は、先ほど作成したタスク定義を使用してタスクを
起動できます。Fargate クラスターがまだない場合、Fargate のセットアップの残りのステップの詳細につ
いては、「サービスの設定」を参照してください。

Amazon EKS または Kubernetes での CloudWatch エージェントと X-Ray デーモ
ンのデプロイ
以下のトピックでは、X-Ray デーモンと CloudWatch エージェントを Amazon EKS または Kubernetes に
インストールする方法について説明します。
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Amazon EKS または Kubernetes への X-Ray デーモンのデプロイ

CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンを Amazon EKS または Kubernetes にインストールするに
は、高速セットアップを使用できます。

CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンを Amazon EKS または Kubernetes にインストール
するには

1. EC2 インスタンスまたは Kubernetes ワーカーノードにアタッチされている IAM ロールに、
[CloudWatchAgentServerPolicy] と [AWSXRayDaemonWriteAccess] ポリシーがアタッチされている
ことを確認します。

2. 次のコマンドを入力します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/master/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/cwagent-
fluentd-xray/cwagent-fluentd-xray-quickstart.yaml | sed "s/{{cluster_name}}/cluster-
name/;s/{{region_name}}/region/" | kubectl apply -f -

クイックスタートの機能

このセクションでは、CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンの高速セットアップについて説明しま
す。

• クイックセットアップでは、着信ポートとプロトコルを指定します。アウトバウンド接続を明示的に開
く必要はありません。

• 高速セットアップでは、以下のファイルコンテンツを含む kubectl apply -f コマンドを使用して X-
Ray デーモンをインストールします。

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata: 
  name: xray-daemon 
  namespace: amazon-cloudwatch
spec: 
  selector: 
    matchLabels: 
      name: xray-daemon 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        name: xray-daemon 
    spec: 
      containers: 
        - name: xray-daemon 
          image: amazon/aws-xray-daemon:latest 
          imagePullPolicy: Always 
          ports: 
            - containerPort: 2000 
              hostPort: 2000 
              protocol: UDP 
          resources: 
            limits: 
              cpu:  100m 
              memory: 256Mi 
            requests: 
              cpu: 50m 
              memory: 50Mi 
      terminationGracePeriodSeconds: 60
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• 高速セットアップでは、Docker イメージバージョン/ラベル 1.231221.0 以降、または最新バージョン
を使用して CloudWatch エージェントを更新します。イメージは、https://hub.docker.com/r/amazon/ 
cloudwatch-agent で見つけることができます。

• X-Ray SDK がクラスター名とリージョン情報を読み取れるように、高速セットアップは Docker イメー
ジのバージョン/ラベル 1.231221.0 以降、または最新バージョンを使用して CloudWatch エージェント
を更新します。イメージは、https://hub.docker.com/r/amazon/cloudwatch-agent で見つけることができ
ます。

• X-Ray SDK がクラスター名とリージョン情報を読み取れるようにするには、高速セットアップによって
次のコンテンツのファイルが作成され、kubectl apply -f コマンドで適用されました。

---
# create role binding for XRay SDK to read config map
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
name: container-insights-discovery-role
namespace: amazon-cloudwatch
rules:
- apiGroups:
- ""
resourceNames:
- cluster-info
resources:
- configmaps
verbs:
- get 
  
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: RoleBinding
metadata:
name: service-users-cloudwatch-discovery-role-binding
namespace: amazon-cloudwatch
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Role
name: container-insights-discovery-role
subjects:
- apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: Group 
                       
name: system:serviceaccounts

• 高速セットアップでは、X-Ray SDK メトリクスを受信する CloudWatch エージェントポートを公開しま
す。デフォルトのポート番号は UDP 25888 です。

ports: 
  - containerPort: 25888 
    hostPort: 25888 
    protocol: UDP

• 高速セットアップでは、エージェント設定 JSON と X-Ray SDK メトリクス設定を次の JSON でマージ
します。

{ 
  "logs": { 
    "metrics_collected": { 
      "emf": {} 
    } 
  }
}
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Amazon EC2 での CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンのデプロイ

CloudWatch エージェントと X-Ray デーモンを標準インストールすると、Amazon EC2 で ServiceLens 
を有効にするのに十分です。また、次の CloudWatch エージェント設定セクションの例も追加されて
います。エージェントのインストールの詳細については、「CloudWatch エージェントのインストー
ル (p. 867)」を参照してください。CloudWatch エージェント設定ファイルの詳細については、「
CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成または編集する (p. 913)」を参照してください。

CloudWatch エージェントを設定する場合は、次のセクションを設定ファイルに含めます。

{ 
  "logs": { 
    "metrics_collected": { 
      "emf": {} 
    } 
  }
}

X-Ray デーモンのインストールの詳細については、「X-Ray デーモンの設定」を参照してください。

ServiceLens でのサービスマップの使用
このセクションでは、サービスマップを紹介し、サービスをナビゲートする方法について学習します。

サービスマップを表示するには、AWS X-Ray をインストールし、他の ServiceLens のデプロイステッ
プを完了している必要があります。詳細については、「」を参照してくださいServiceLens のデプロ
イ (p. 231)

また、AWSXrayReadOnlyAccess マネージドポリシーと、CloudWatch コンソールを表示するための許可
を持つアカウントにサインインしている必要があります。詳細については、AWS X-Ray と IAM の連携お
よび Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用 (p. 33) を参照してください。

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティでモニターリングアカウントとして設定されたアカ
ウントにサインインしている場合、表示されるサービスマップには、このモニターリングアカウントにリ
ンクされたソースアカウントのノードが含まれます。詳細については、「CloudWatch のクロスアカウン
トオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。

サービスマップの使用を開始するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ServiceLens]、[Service Map] (サービスマップ) を選択します。

サービスマップが表示されます。以下のパートが含まれます。

• トレースを有効にした AWS サービスおよびカスタムアプリケーションは、円または「ノード」と
して表示されます。各ノードのサイズは、そのサービスに送信されるトレースされたリクエストの
相対数を示します。

• エッジまたはノード間の接続は、ノードを接続する線として表示されます。デフォルトでは、ライ
ンの太さは、それらのノード間でトレースされたリクエストの相対数を示します。

右上のドロップダウンメニューを使用して、トレースされたリクエストの数や平均レイテンシーが
ノードおよびエッジのサイズ設定に使用されるかどうかを選択できます。また、すべてのノードと
エッジに一定のサイズを使用することも選択できます。

• ノードへのエントリポイントは、左側に「クライアント」として表示されます。「クライアント」
は、ウェブサーバーのトラフィックとトレースされた API オペレーションリクエストの両方を表し
ます。
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• 赤、オレンジ、または紫の部分で概説されているノードは問題があります。これらのノードにト
レースされたリクエストには、障害、エラー、またはスロットリングがあります。カラーアウトラ
インの割合は、問題のあるトレースされたリクエストの割合を示します。

• ノードに感嘆符のある三角形がある場合、そのノードに関連する少なくとも 1 つの CloudWatch ア
ラームがアラーム状態になります。

3. これがモニターリングアカウントの場合、デフォルトでは、マップにはモニターリングアカウントだ
けでなくすべてのソースアカウントのノードが含まれます。アカウント別にマップをフィルタリング
するには、左上から [フィルター] を選択し、適用したいアカウントを選択します。アカウントフィル
ターを適用すると、現在のフィルターと一致しないアカウントのサービスノードはグレー表示されま
す。

4. デフォルトでは、マップ内のデータは、直近の 6 時間の時間ウィンドウ用です。ウィンドウの時間枠
を変更するには、画面の右上にあるコントロールを使用します。表示される時間範囲は最大 6 時間
で、過去の 30 日までです。

5. X-Ray グループを有効にしている場合は、フィルターで X-Ray グループを選択してマップをフィルタ
リングできます。

6. ノードのメトリクスを表示するには、ノードを選択します。そのノードの詳細を表示するには、[View 
logs (ログの表示)]、[View traces (トレースの表示)]、または [View dashboard (ダッシュボードの表
示)] を選択します。

7. ノードの着信接続と発信接続に焦点を当てるには、ノードを選択し、サービスマップの上部近くにあ
る [View connections (接続の表示)] を選択します。

8. ノードのレイテンシー、エラー、リクエスト、アラームサマリー統計を表示するポップアップを表示
するには、そのノードで一時停止します。

9. エッジ接続のレイテンシー統計を表示するには、そのエッジを表すライン上で一時停止します。
10. サービスのアラームステータスと、レイテンシー、エラー、トレースカウントの折れ線グラフを表示

するには、マップ上でそのサービスノードを選択します。

このビューの詳細については、次の手順を参照してください。
11. サービスマップをテーブルとして表示するには、画面の上部近くにある [List view (リストの表示)] を

選択します。このビューでは、マップ上に表示されるノードとアラームをフィルタリングおよびソー
トできます。モニターリングアカウントを使用している場合は、アカウント ID またはアカウントラベ
ルでフィルタリングできます。

12. 特定のノードのメトリクスを含むダッシュボードを表示するには、ノードを選択し、画面の下部近く
にある [View dashboard (ダッシュボードの表示)] を選択します。

サービスマップ上のサービスまたはアプリケーションのトレースを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ServiceLens]、[Service Map] (サービスマップ) を選択します。
3. 調査するサービスまたはアプリケーションを表すノードを選択します。

CloudWatch は、そのサービスのレイテンシー、エラー、トレースカウントの折れ線グラフと、ア
ラームステータスの概要を表示します。

これらのチャートの上には、サービスのログとトレースを掘り下げるオプションがあります。
4. サービスに関連するトレースを表示するには、[View traces (トレースの表示)] を選択します。

コンソールは、調査しているサービスに焦点を当てた [Traces (トレース)] ビューに切り替わります。

[トレース] ページでは、アカウント ID またはアカウントラベルによるクエリがサポートされていま
す。はじめに、1 つまたは複数のアカウント ID を含むクエリを入力します。クエリを絞り込むに
は、[Refine query by] (クエリを絞り込む) から [Account] (アカウント) を選択し、一覧から 1 つ上のア
カウント ID を選択し、次に [Add to query] (クエリに追加) を選択してページ上部のクエリを変更しま
す。
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ServiceLens のリソースのヘルスビューの使用
リソースのヘルスビューを使用すると、アプリケーション全体のホストのヘルスとパフォーマンスを単一
のビューで自動的に検出、管理、および可視化できます。CPU やメモリなどのパフォーマンスディメン
ションでホストのヘルスを可視化し、フィルターを使用して数百のホストを単一のビューで詳しく分析で
きます。タグやユースケース (同じ Auto Scaling グループ内のホスト、または同じロードバランサーを使
用するホストなど) でフィルタリングできます。

前提条件
リソースのヘルスビューの利点を最大限に活用するには、次の前提条件を満たしていることを確認しま
す。

• ホストのメモリ使用率を確認し、フィルターとして使用するには、CloudWatch エージェントをホスト
にインストールし、デフォルトの CWAgent 名前空間で CloudWatch にメモリメトリクスを送信するよ
うに設定する必要があります。Linux および macOS インスタンスでは、CloudWatch エージェントが
mem_used_percent メトリクスを送信する必要があります。Windows インスタンスでは、エージェ
ントは Memory % Committed Bytes in Use メトリクスを送信する必要があります。これらのメト
リクスは、ウィザードを使用して CloudWatch エージェント設定ファイルを作成し、事前定義されたメ
トリクスのセットのいずれかを選択した場合に含まれます。CloudWatch エージェントによって収集さ
れたメトリクスは、カスタムメトリクスとして請求されます。詳細については、「」を参照してくださ
いCloudWatch エージェントのインストール (p. 867)

CloudWatch エージェントを使用してこれらのメモリメトリクスを収集し、リソースヘルスビューで使
用する場合は、CloudWatch エージェント設定ファイルに次のセクションを含める必要があります。こ
のセクションにはデフォルトのディメンション設定が含まれており、デフォルト値で作成されるため、
このセクションのどの部分も、次の例に示されているのと異なるものに変更しないでください。

"append_dimensions": { 
  "ImageId": "${aws:ImageId}", 
  "InstanceId": "${aws:InstanceId}", 
  "InstanceType": "${aws:InstanceType}", 
  "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}"
},

• リソースのヘルスビューで使用可能なすべての情報を表示するには、次の許可を持つアカウントにサイ
ンインする必要があります。より少ない許可でサインオンしている場合でも、リソースのヘルスビュー
を使用できますが、一部のパフォーマンスデータは表示されません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "autoscaling:Describe*", 
                "cloudwatch:Describe*", 
                "cloudwatch:Describe*", 
                "cloudwatch:Get*", 
                "cloudwatch:List*", 
                "logs:Get*", 
                "logs:Describe*", 
                "sns:Get*", 
                "sns:List*", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:DescribeRegions" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
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        } 
    ]
}

アカウントのリソースのヘルスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Resource 

Health] (リソースヘルス) の順にクリックします。

リソースのヘルスページが表示され、アカウント内のホストごとに四角形が表示されます。各四角形
は、[Color by] (色分け) の設定に基づいて、そのホストの現在のステータスに基づいて色分けされま
す。アラーム記号が付されたホストの四角形には、現在 ALARM 状態にある 1 つ以上のアラームがあ
ります。

1 つのビューで最大 500 のホストを表示できます。アカウントでさらにホストを有している場合は、
この手順のステップ 6 のフィルター設定を使用します。

3. 各ホストのヘルスの表示に使用する条件を変更するには、[Color by] (色分け) の設定を選択します。
[CPU Utilization] (CPU 使用率)、[Memory Utilization] (メモリ使用率)、または [Status check] (ステー
タスチェック) を選択できます。メモリ使用率のメトリクスは、CloudWatch エージェントを実行し
ており、メモリメトリクスを収集してデフォルトの CWAgent 名前空間に送信するように設定され
ているホストでのみ使用できます。詳細については、「」を参照してくださいCloudWatch エージェ
ントを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーからメトリクスとログを収集す
る (p. 866)

4. グリッド内のヘルスインジケータに使用されるしきい値および色を変更するには、グリッドの上にあ
る歯車アイコンを選択します。

5. ホストグリッドにアラームを表示するかどうかを切り替えるには、[Show alarms across all metrics] 
(すべてのメトリクスでアラームを表示) をオンまたはオフにします。

6. マップ内のホストをグループに分割するには、[Group by] (グループ化の条件) でグループ化の条件を
選択します。

7. ビューで表示されるホストを絞り込むには、[Filter by] (フィルター条件) でフィルター条件を選択し
ます。タグや Auto Scaling グループ、インスタンスタイプ、セキュリティグループなどのリソースグ
ループでフィルタリングできます。

8. ホストを並べ替えるには、[Sort by] (並べ替え) で並べ替え条件を選択します。ステータスチェックの
結果、インスタンスの状態、CPU またはメモリ使用率、ALARM 状態にあるアラームの数でソートで
きます。

9. ホストの詳細を表示するには、そのホストを表す四角形を選択します。ポップアップペインが表示さ
れます。その後、そのホストに関する情報をより詳細に確認するには、[View dashboard] (ダッシュ
ボードを表示) または [View on list] (リストで表示) を選択します。

ServiceLens のトラブルシューティング
CloudWatch ServiceLens に問題がある場合は、以下のセクションを参照してください。

すべてのログが表示されない
ServiceLens に表示されるログの設定方法は、サービスによって異なります。

• API Gateway でログが有効になっている場合は、API Gateway のログが表示されます。
• 最新バージョンの X-Ray SDK と CloudWatch エージェントを使用している場合は、Amazon ECS およ

び Amazon EKS ログが表示されます。詳細については、「」を参照してくださいServiceLens のデプロ
イ (p. 231)
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• Lambda ログは、リクエスト ID がログエントリにある場合に表示されます。これは、次のテーブルに示
す状況で自動的に発生します。それ以外の場合、ランタイムにトレース ID が自動的に含まれない場合に
は、トレース ID を手動で含めることができます。

ランタイム 方法 ログエントリで ID を自動的にリ
クエストしますか?

Java context.getLogger.log

aws-lambda-java-log4j2

はい

Java System.out.println いいえ

Python context.log

logging.info/error/log/etc...

はい

Python print いいえ

Node.js context.log

console.log/info/error/etc...

はい

dotnet context.Logger.log

Console.WriteLine()

いいえ

Go fmt.Printf

log.Print

いいえ

Ruby puts いいえ

サービスマップにすべてのアラームが表示されない
ServiceLens は、ノードに関連付けられたアラームが ALARM 状態にある場合、そのノードの警告アイコ
ンだけを表示します。

ServiceLens は、次のロジックを使用してアラームをノードに関連付けます。

• ノードが AWS サービスを表す場合、そのサービスに関連付けられた名前空間を持つすべてのアラー
ムがノードに関連付けられます。例えば、タイプ AWS::Kinesis のノードは、CloudWatch 名前空間
AWS/Kinesis のメトリクスに基づくすべてのアラームにリンクされています。

• ノードが AWS リソースを表す場合、その特定のリソースのアラームがリンクされます。例えば、名前
が「MyTable」のタイプ AWS::DynamoDB::Table のノードは、名前空間の AWS/DynamoDB メトリク
スに基づいており、TableName ディメンションが MyTable に設定されているすべてのアラームにリン
クされます。

• ノードのタイプが不明で、名前の周囲に破線で囲まれている場合、そのノードにはアラームが関連付け
られていません。

サービスマップに一部の AWS リソースが表示されない
サービスマップ上で AWS リソースをトレースするには、AWS SDK を使用して X-Ray SDK をキャプチャ
する必要があります。X-Ray の詳細については、AWS X-Ray とはを参照してください。
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すべての AWS リソースが専用ノードによって表されるわけではありません。一部の AWS サービスは、
サービスに対するすべてのリクエストに対して 1 つのノードで表されます。次のリソースタイプは、リ
ソースごとのノードとともに表示されます。

• AWS::DynamoDB::Table
• AWS::Lambda::Function

Lambda 関数は 2 つのノードで表されます – 1 つは Lambda コンテナ用で、もう 1 つは関数用です。
これは、Lambda 関数のコールドスタートの問題を特定するのに役立ちます。Lambda コンテナノード
は、Lambda 関数ノードと同じ方法でアラームとダッシュボードに関連付けられます。

• AWS::ApiGateway::Stage
• AWS::SQS::Queue
• AWS::SNS::Topic

サービスマップにノードが多すぎる
X-Ray グループを使用して、マップを複数のマップに分割します。詳細については、「グループでフィル
ター式を使用する」を参照してください。

Amazon CloudWatch Internet Monitor の使用
Amazon CloudWatch Internet Monitor は、AWS でホストされているアプリケーションとエンドユーザーの
間で、インターネットの問題がパフォーマンスや可用性にどのように影響しているかを可視化します。こ
れにより、インターネットの問題の診断にかかる時間が、数日から数分に短縮できます。Internet Monitor 
では、AWS のグローバルネットワークのフットプリントから接続データを取得します。そして、インター
ネット向けトラフィックのパフォーマンスと可用性に関するベースラインの計算に使用します。このデー
タは、インターネットの稼働時間と可用性を監視するために AWS が使用するものと同じデータです。
ベースラインであるこれらの測定値を基に、アプリケーションを実行しているさまざまな地理的位置のエ
ンドユーザー (クライアント) に重大な問題が発生した際、Internet Monitor はそれを識別し通知を行いま
す。

Amazon CloudWatch コンソールでは、トラフィックパターンとヘルスイベントの全体像を確認できま
す。このイベントに関する情報は、さまざまな地域的詳細度 (ロケーション) で容易に掘り下げることがで
きます。影響を明確に可視化し、その影響を受けているロケーションとプロバイダー (ASN、通常はイン
ターネットサービスプロバイダー (ISP)) を特定できます。Internet Monitor は、特定のプロバイダーまたは 
AWS ネットワークが原因で、インターネットの可用性またはパフォーマンスの問題が発生していると判断
した場合、その情報を提供します。

Internet Monitor の主な機能

• Internet Monitor は、エンドユーザーのエクスペリエンスを向上させるために役立つインサイトと推奨事
項を提案します。アプリケーションの予測されるレイテンシーをどのように改善するか、ほぼリアルタ
イムで探索できます。そのために、使用するサービスの切り替えや、さまざまな AWS リージョン を経
由してのワークロードに対するトラフィックの再ルーティングをします。

• Internet Monitor を使用すると、アプリケーションのパフォーマンスと可用性に影響を与えている要因を
すばやく特定し、問題を追跡して対処できます。

• Internet Monitor は、インターネット測定値を CloudWatch Logs と CloudWatch メトリクスにパブリッ
シュします。この測定値と、アプリケーションに固有のロケーションや ASN (インターネットサービス
プロバイダー) に関するヘルス情報で、CloudWatch ツールの使用をサポートします。必要に応じて、イ
ンターネット測定値を Amazon S3 にパブリッシュすることもできます。

• Internet Monitor のヘルスイベントは Amazon EventBridge に送信されるので、これを使用して通知を設
定できます。問題の原因が AWS ネットワークである場合は、この問題を軽減するために AWS が講じ
ている手段が記載された AWS Health Dashboard 通知も自動的に送信されます。
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Internet Monitor の使用方法

Internet Monitor を使用するには、モニタを作成し、アプリケーションのリソースをそのモニタ、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、CloudFront ディストリビューション、または WorkSpaces ディレク
トリに関連付けます。これにより、Internet Monitor はアプリケーションのインターネット向けトラフィッ
クの場所を認識します。そして Internet Monitor は AWS からインターネット測定値をパブリッシュしま
す。この測定値は都市ネットワーク、つまりクライアントがアプリケーションにアクセスするロケーショ
ンと ASN (通常はインターネットサービスプロバイダー (ISP)) に対して固有のものです。Internet Wonitor 
の使用開始方法に関する詳細については、「コンソールを使用して Amazon CloudWatch Internet Monitor 
の使用を開始する (p. 253)」を参照してください。

内容
• Amazon CloudWatch Internet Monitor がサポートされる AWS リージョン (p. 246)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor の料金 (p. 247)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor のコンポーネントと用語 (p. 248)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor の仕組み (p. 249)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor のユースケース例 (p. 252)
• コンソールを使用して Amazon CloudWatch Internet Monitor の使用を開始する (p. 253)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor での CLI の使用例 (p. 257)
• Internet Monitor ダッシュボードを使用したモニタリングと最適化 (p. 264)
• CloudWatch ツールを使用したログファイルの表示 (p. 269)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor でアラームを作成する (p. 278)
• Amazon EventBridge での Amazon CloudWatch Internet Monitor の使用 (p. 278)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor でのデータ保護とデータプライバシー (p. 279)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor 用 Identity and Access Management (p. 279)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor のクォータ (p. 288)

Amazon CloudWatch Internet Monitor がサポートされ
る AWS リージョン
このセクションには、Amazon CloudWatch Internet Monitor がサポートされる AWS リージョン がリスト
されています。Internet Monitor がサポートされるリージョン (オプトインリージョンを含む) の最新リスト
については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「Amazon CloudWatch Internet Monitor の
エンドポイントとクォータ」を参照してください。

Internet Monitor では、サポートされるリージョンがモニターに追加するリソースのタイプに応じて異なり
ます。

• Amazon CloudFront ディストリビューションと Amazon WorkSpaces ディレクトリについては、ここに
リストされているすべてのリージョンで利用でき、特別な制限もありません。これには、オプトインサ
ポートとデフォルトサポートでリストされているリージョンも含まれます。

• Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC) の場合、オプトインリージョンの VPC は、同じリージョン
で作成されたモニタに対してのみ追加することが可能です。

Internet Monitor は、モニタを作成した AWS リージョン にのみデータを保存しますが、1 つのモニタは、
複数のリージョンのリソースを含めることができます。

リージョン名 (オプトインサポート) リージョン

アフリカ (ケープタウン) af-south-1
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リージョン名 (オプトインサポート) リージョン

アジアパシフィック (香港) ap-east-1

ヨーロッパ (ミラノ) eu-south-1

中東 (バーレーン) me-south-1

リージョン名 (デフォルトサポート) リージョン

米国東部 (オハイオ) us-east-2

米国東部 (バージニア北部) us-east-1

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1

米国西部 (オレゴン) us-west-2

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1

アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2

カナダ (中部) ca-central-1

欧州 (フランクフルト) eu-central-1

ヨーロッパ (アイルランド) eu-west-1

欧州 (ロンドン) eu-west-2

欧州 (パリ) eu-west-3

欧州 (ストックホルム) eu-north-1

南米 (サンパウロ) sa-east-1

Amazon CloudWatch Internet Monitor の料金
Amazon CloudWatch Internet Monitor には前払いコストや長期間のコミットメントはありません。Internet 
Monitor の料金には、モニタリング対象リソースごとの料金と都市ネットワークごとの料金の 2 つのコン
ポーネントがあります。都市ネットワークとは、クライアントがアプリケーションリソースにアクセスす
るロケーションと、そのアクセスのために経由するネットワーク (ASN、インターネットサービスプロバ
イダー (ISP) など) のことです。

モニタを作成する際、モニタリングする都市ネットワークの最大数に上限を設定して、請求額を抑えるこ
とができます。最初は (アカウントごとの全モニタで) 100 の都市ネットワークが含まれます。それ以降
は、実際に追加されたモニタリングする都市ネットワークの数に対してのみ、最大数まで課金されます。
モニタを編集すれば、いつでも都市ネットワークの最大数を変更できます。

例えば、グローバルな大企業がインターネット向けトラフィックの 99～100% をモニタリングする場
合、リソース 1 個のモニタ 1 つで、最大 50,000 の都市ネットワークの設定も可能です。トラフィックが 
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50,000 の都市ネットワークに達したとすると、その部分の請求額は月額約 2,700 USD になります。詳細
については、「都市ネットワークの最大数を選択する (p. 254)」を参照してください。

料金見積りツールを使うと、さまざまなオプションのお見積りができます。料金オプションを確認するに
は、CloudWatch の料金見積りツールのページで「Internet Monitor」まで下へスクロールします。料金の
詳細については、「Amazon CloudWatch 料金表」を参照してください。

Amazon CloudWatch Internet Monitor のコンポーネン
トと用語
Amazon CloudWatch Internet Monitor は以下を使用または参照します。

モニター

モニタには、インターネットのパフォーマンスおよび可用性の測定値の表示や、ヘルスイベントア
ラートの受け取りが必要な単一アプリケーションのリソースが含まれます。アプリケーションのモニ
タを作成する際、アプリケーションのリソースを追加して、Internet Monitor がモニタリングする都市 
(ロケーション) を定義します。Internet Monitor は、ユーザーが追加したアプリケーションリソースか
らのトラフィックパターンを使用します。アプリケーションと通信しているロケーションと ASN (通
常はインターネットサービスプロバイダー (ISP)) に固有のインターネットのパフォーマンスおよび可
用性に関する測定値をパブリッシュします。つまり、追加したリソースによって、Internet Monitor が
モニタリングし、測定結果をパブリッシュする都市ネットワークのスコープが決まります。

モニタリング対象リソース

モニタに追加するリソースは、Internet Monitor のモニタリング対象リソースです。
• リージョンに追加する各 VPC はモニタリング対象リソースです。VPC を追加すると、Internet 

Monitor はその VPC 内のインターネット向けアプリケーションのトラフィックをすべてモニタリ
ングします。例えば、Amazon EC2 インスタンスでホストされているアプリケーション、Network 
Load Balancer または Application Load Balancer の背後にあるアプリケーション、AWS Fargate コ
ンテナなどです。

• 追加する各 CloudFront ディストリビューションはモニタリング対象リソースです。
• リージョンに追加する各 WorkSpaces ディレクトリはモニタリング対象リソースです。

AS 番号 (ASN)

通常、Internet Monitor での ASN は、Verizon や Comcast といったインターネットサービスプロバイ
ダー (ISP) を意味します。ASN は、クライアントがインターネットアプリケーションにアクセスする
ために使用するネットワークプロバイダーです。AS (自律システム) とは、単一のネットワーク、また
はネットワークが形成する集合に属する、インターネットでルーティング可能なインターネットプロ
トコル (IP) プレフィックスのセットのことです。これらはすべて、1 つの組織によって管理、制御、
監視されます。

都市ネットワーク (ロケーションと ASN)

都市ネットワークとは、クライアントがアプリケーションリソースにアクセスする (都市などの) ロ
ケーションと、そのアクセスのために経由する ASN (通常はインターネットサービスプロバイダー 
(ISP)) のことです。Internet Monitor がモニタリングする都市ネットワークの最大数をモニタごとに上
限設定すると、請求額を抑えることができます。課金されるのは、実際にモニタリングする都市ネッ
トワークの最大数までです。詳細については、「都市ネットワークの最大数の選択 (p. 254)」を参照
してください。

インターネット測定値

Internet Monitor は、インターネット測定値を 5 分ごとに CloudWatch Logs のログファイルにパブ
リッシュします。対象は、アカウント内の上位 500 の都市ネットワーク (クライアントロケーション
と ASN、通常はインターネットサービスプロバイダー (ISP)) です。これらの測定値は、アプリケー
ションの都市ネットワークのパフォーマンススコア、可用性スコア、転送バイト数 (受信バイト数と
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送信バイト数)、往復時間を定量化します。これらは VPC、CloudFront ディストリビューション、ま
たは WorkSpaces ディレクトリに固有の都市ネットワークの測定値です。必要に応じて、モニタリン
グ対象の都市ネットワークすべてのインターネット測定値とイベントを Amazon S3 バケットにパブ
リッシュする選択ができます (ただし、サービスの上限数は 500,000 の都市ネットワークです)。

メトリクス

Internet Monitor は、アプリケーションへのグローバルトラフィックと、各 AWS リージョン へのグ
ローバルトラフィックについて、CloudWatch メトリクス用に集約したメトリクスを生成します。詳
細については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor での CloudWatch Metrics の使用 (p. 273)」
を参照してください。

ヘルスイベント

Internet Monitor はヘルスイベントを作成し、アプリケーションに影響を与える特定の問題に関する
アラートをユーザーに提供します。Internet Monitor は、世界中のネットワーク遅延の増加などのイン
ターネットの問題を検出します。次に、AWS のグローバルインフラストラクチャのフットプリント全
体から収集したインターネット測定値の履歴を使用して、現在の問題がアプリケーションに与える影
響を計算し、ヘルスイベントを作成します。

各ヘルスイベントには、影響を受けている都市ネットワークに関する情報が含まれています。ヘルス
イベントは CloudWatch コンソールで表示するか、AWS SDK を使用、または AWS CLI で Internet 
Monitor API アクションを使用することで表示できます。Internet Monitor は、ヘルスイベントのため
に Amazon EventBridge 通知も送信します。詳細については、「AWS がヘルスイベントを作成して解
決するタイミング (p. 251)」を参照してください。

パフォーマンスと可用性スコア

Internet Monitor は AWS が収集したデータを分析し、アプリケーションのパフォーマンスや可用性が 
Internet Monitor が計算した推定のベースラインを下回った際にそれを検出できます。このような情報
はスコアの形式で通知されるので、ユーザーは低下が発生したことを容易に確認できます。パフォー
マンススコアは、パフォーマンスの低下とは認識されないトラフィックの割合の推定値を表します。
同様に可用性スコアでは、可用性の低下とはならないトラフィックの割合の推定値を表します。詳細
については、「AWS によるパフォーマンススコアと可用性スコアの計算方法 (p. 251)」を参照して
ください。

転送バイト数とモニタリング対象転送バイト数

転送バイト数は、クライアントがアプリケーションにアクセスする AWS のアプリケーションと都市
ネットワーク間で送受信されたトラフィックの総バイト数です (都市ネットワークとは、ロケーション
と ASN、通常はインターネットサービスプロバイダーのことです)。モニタリング対象転送バイト数
も同様のメトリクスですが、モニタリング対象トラフィックのバイト数のみを含みます。

往復時間

往復時間 (RTT) は、ユーザーのリクエストからクライアントユーザーに応答を返すまでにかかる時間
を表します。クライアントロケーション (都市または他の地域) の間の往復時間を集計すると、その値
は、各クライアントロケーションによって誘導されるトラフィック量によって、重み付けされます。

Amazon CloudWatch Internet Monitor の仕組み
このセクションでは、Amazon CloudWatch Internet Monitor の仕組みについて説明します。このサービス
がインターネット上の接続問題を検出するために使用するデータを、AWS がどのように収集しているか
や、パフォーマンスと可用性のスコアの計算方法などを示します。

AWS による接続問題の測定方法

Amazon CloudWatch Internet Monitor は、さまざまな AWS リージョン と CloudFront の Point of 
Presence (POP) 間から、ネットワークまたは AS 番号 (ASN)、通常はインターネットサービスプロバイ
ダー (ISP) を通じて別のロケーションに向かうインターネット接続に関するデータを使用します。この接
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続データは、世界中のインターネットにおける接続問題を事前に検出するために、AWS のオペレーターが
社内で日常的に使用しているものです。

当社では AWS リージョン のすべてについて、インターネットのどの部分がそのリージョンと通信してい
るかを把握しており、次のことを行っています。

• 当社は、インターネットのこれらの部分を、30 日間の間隔で繰り返し積極的に監視しています。
• これには、ネットワークのプローブと、より上位のプロトコル用のプローブの両方 (インバウンドとア

ウトバウンドのプローブなど) を使用します。

AWS の利点

Internet Monitor は、AWS リソースのユーザーがアクセスするインターネットについて、そのサブセット
だけをモニタリングすることに重点を置いています。この点が、お客様のウェブサイトを世界中のあらゆ
るリージョンから全体的にモニタリングする他のツールとは異なります。また、このソリューションは費
用対効果も高く、大企業だけでなく中小企業にとっても導入しやすくなっています。

Internet Monitor は、AWS が社内的に活用しているものと同じ強力なプローブと問題検出アルゴリズムを
使用します。そして、Internet Monitor 内にヘルスイベントを作成し、アプリケーションに影響を与える接
続上の問題をお客様にアラートします。その後、Internet Monitor は、アクティブな利用者から作成したト
ラフィックプロファイルを重ねることで得られた、パフォーマンスと可用性に関する (アプリケーション
リソースに基づいた) マップを提供します。

Internet Monitor はこの情報を使用して、関連のあるイベント (つまり、アクティブな利用者がいる場所で
のイベント) や、それらのイベントが全体的な利用者数に及ぼす影響を的確に表示します。つまり、イベ
ントが与える影響度は、全世界のトラフィックの総量を基に (割合として) 算出されます。

Internet Monitor は、インターネット測定値を 5 分ごとに CloudWatch Logs にパブリッシュします。対
象は、各モニタにトラフィックを送信する上位 500 の都市ネットワーク (クライアントロケーションと 
ASN、通常はインターネットサービスプロバイダー (ISP)) です。必要に応じて、モニタリング対象の
都市ネットワークすべてのインターネット測定値を Amazon S3 バケットにパブリッシュする選択がで
きます (ただし、サービスの上限数は 500,000 の都市ネットワークです)。詳細については、「Amazon 
CloudWatch Internet Monitor で Amazon S3 にインターネット測定値をパブリッシュする (p. 255)」を参
照してください。

Internet Monitor には、次のような利点があります。

• Internet Monitor の使用が、AWS でホストされているアプリケーションに、追加の負荷やコストをかけ
ることはありません。

• クライアント側のリソースやアプリケーション内に、パフォーマンス測定用のコードを含める必要はあ
りません。

• アプリケーションが接続されているインターネットについて、「ラストマイル」情報を含めたパフォー
マンスと可用性の情報に関する可視化が行えます。

Internet Monitor は、AWS のリソースに基づいて測定値を作成するため、作成されるイベントは、すべて
アプリケーショントラフィックに固有であることに注意してください。インターネットにおける、通常の
一般的な世界規模の問題は報告の対象になりません。また、サービスロケーションが AWS リージョン の
場合、生成される測定値やイベントはリージョンレベルでの接続性を表すように設計されたものとなりま
す。つまり、エンドユーザーのロケーションとアベイラビリティーゾーン間の接続性を正確には表しませ
ん。

AWS での可用性と RTT の計算方法

AWS は、アクティブとパッシブの 2 種類のプローブを使用して、90 パーセンタイルでのレイテンシー 
(パフォーマンス) と、すべての AWS リージョン および CloudFront サービスからインターネット全体まで
の到達可能性 (可用性) を測定しています。利用者の場所とサービスとの間で、接続の異常なパターンを監
視し、お客様にアラートを送ります。
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ラウンドトリップタイム (RTT) は、ユーザーからのリクエストがユーザーに応答を返すまでにかかる時間
長を表します。エンドユーザーロケーションの間で往復時間を集計すると、その値は、各エンドユーザー
のロケーションによって誘導されるトラフィック量によって、重み付けされます。

例えば、エンドユーザーのロケーションが 2 つあり、その 1 つは 5 ミリ秒の RTT でトラフィックの 90% 
を処理し、もう 1 つは 10 ミリ秒の RTT でトラフィックの 10% を処理している場合、結果として集計さ
れる RTT は 5.5 ミリ秒 (5 ミリ秒× 0.9 ＋ 10 ミリ秒× 0.1) になります。

AWS によるパフォーマンススコアと可用性スコアの計算方法

AWS は、AWS のサービスとさまざまな都市ネットワーク (ロケーションと ASN) の間におけるインター
ネットのパフォーマンスおよび可用性に関する膨大な履歴データを保持しています。このデータに統計分
析を適用することで、アプリケーションのパフォーマンスと可用性が、事前に推定計算してあるベースラ
インを下回った際にそれを検出できます。これらの低下を確認しやすくするために、その情報はヘルスス
コア (パフォーマンスと可用性のスコア) の形式でユーザーに報告されます。

ヘルススコアの計算は、さまざまな詳細度で行われます。もっとも高い詳細度では、都市や大都市圏など
の地域および ASN ごとに、ヘルススコアを計算します。また、個々のヘルススコアを、アプリケーション
のグローバルなヘルススコア番号としてモニター内にまとめます。特定の地域やサービスプロバイダーで
フィルタリングせずにパフォーマンススコアや可用性コアを表示する場合、Internet Monitor はグローバル
なヘルススコアを表示します。

グローバルなヘルススコアは、指定された期間でアプリケーション全体をカバーします。Internet Monitor 
は、グローバルなヘルススコアにおいて、影響の総量が特定のしきい値 (影響率 5%) を超えた場合、ヘル
スイベントをトリガーします。ただし、モニタファイルとログファイルの情報を探索して問題の調査や詳
細確認を行う場合は、特定の都市 (ロケーション)、ネットワーク (ASN またはインターネットサービスプ
ロバイダー)、またはその両方でフィルタリングできます。その選択したフィルターにより、さまざまなエ
ンドユーザーとサービスロケーションのペアに関するヘルススコアの確認が可能です。

• 可用性スコアは、トラフィックにおいて可用性の低下だと判定されない割合の推定値を表しま
す。Internet Monitor は、観測されたトラフィックの総量と可用性メトリクスの測定値から、トラフィッ
クが低下した割合を推定します。例えば、エンドユーザーとサービスロケーションのペアにおける可用
性スコアが 99% である場合、そのペアでは、トラフィックの 1% で可用性が低下していることになりま
す。

• パフォーマンススコアは、トラフィックにおいてパフォーマンスの低下だと判定されない割合を表しま
す。例えば、エンドユーザーとサービスロケーションのペアにおけるパフォーマンススコアが 99% の場
合、そのペアでは、トラフィックの 1% でパフォーマンスが低下していることになります。

最初のバイトまでの時間 (TTFB) とレイテンシーの AWS 計算

最初のバイトまでの時間とは、ブラウザがページを要求してから、最初のバイトの情報をサーバーから受
け取るまでの時間を指します。AWS の TTFB の計算では、Amazon EC2 から AWS リージョン まで、ま
たは Amazon CloudFront から Internet Monitor の測定ノード (ノードのラストマイルを含む) までの、レイ
テンシーを含めた時間を測定します。

Internet Monitor では、CloudWatch ダッシュボードの [トラフィックインサイト] タブの [トラフィック最
適化の提案] セクションに、最初のバイトまでの平均時間 (TTFB) の情報が表示されます。これにより、パ
フォーマンスを改善することができるアプリケーションのさまざまな設定オプションを評価できます。

AWS ヘルスイベントを作成し解決するタイミング

Internet Monitor は、お客様のアプリケーションが接続の問題から受けていると判断される、グローバルな
影響に基づいて、モニター内にヘルスイベントを作成し、それを解決します。Internet Monitor は、AWS 
で提供されるサービスで利用可能なインターネットのパフォーマンスとネットワークトラフィックの可用
性に関する履歴データに基づいて、接続の問題がクライアントロケーションに与える影響を計算します。
モニタ内にリソースを追加すると、ASN の地理的位置とお客様向けのアプリケーションに適用されるサー
ビスに基づいて、関連する情報が表示されます。Internet Monitor はその後、統計分析を使用して、顧客に
影響を与えるパフォーマンスと可用性の低下が、いつ発生していたのかを検出します。
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パフォーマンスと可用性のスコアは、低下が見られないトラフィックのパーセンテージとして表されま
す。影響度合いはこの逆で、お客様のエンドユーザーにとって、この問題がどの程度の割合で障害になっ
ているかを表します。仮に、全世界的に可用性が 93% まで低下している場合には、その影響度は 7% にな
ります。

エンドユーザーとサービスロケーションのペアについて、お客様に与えている影響が全体的に 5% を超え
ると、Internet Monitor はヘルスイベントを生成します。この 5% 値は累積されたものであり、1 つのイベ
ントが 5% を超えているだけでなく、いくつかの小さなイベントの合計で 5% に達している場合もありま
す。

この合計が 5% を超えている限り、ヘルスイベントはアクティブのまま維持されます。合計が 5% を下回
ると、ヘルスイベントは解決されます。

ヘルスイベントが報告されるタイミング

Internet Monitor には、インターネットの問題に関するすべてのシグナルを収集するための機能が備わって
おり、それを使用して、ヘルスイベントはモニター内に数分で作成されます。

可能な場合、Internet Monitor はヘルスイベントの発生源を分析して、原因が AWS にあるのか、それとも 
ASN によるものなのかを判断します。ヘルスイベントの分析は、イベントが解決された後も継続されま
す。新しい情報があると、Internet Monitor はイベントを最大 1 時間で更新できます。

Amazon CloudWatch Internet Monitor のユースケース
例
このセクションでは、Amazon CloudWatch Internet Monitor が提供する機能を使用して、アプリケーショ
ンをモニタリングし、ユーザーエクスペリエンスを高める具体例をいくつか紹介します。以下は具体例の
概要です。その詳細はリンク先のブログ投稿を参照してください。

ユーザーに影響するイベントのアラートを設定し、実行するアクションを決定する

Internet Monitor を使用すると、インターネットパフォーマンスの平均値の推移や、都市ネットワーク 
(ロケーションと ASN、通常はインターネットサービスプロバイダー (ISP)) ごとの問題 (イベント) に
関して、インサイトを取得できます。Internet Monitor を使用すると、Amazon CloudFront、Amazon 
WorkSpaces ディレクトリ、または Amazon Virtual Private Cloud (VPC) によってホストされるアプリ
ケーションのエンドユーザーエクスペリエンスに影響を与えているイベントを特定できます。

モニタを作成すると、Internet Monitor のヘルスイベントに関するアラートの受け取り方法を選択
できます。例えば、CloudWatch アラームでイベントメトリクスを使用するアラームや、Amazon 
EventBridge でヘルスイベントをフィルタリングするルールなどがあります。アラームに基づく通知
やアクションは、CloudWatch ロググループへの AWS SMS 通知や更新など、さまざまなオプション
から選択できます。

例に関して、ガイダンスを含む詳細については、ブログ記事の「Amazon CloudWatch Internet 
Monitor の紹介」を参照してください。

レイテンシーを特定して TTFB を改善し、グローバルクラウドゲームアプリケーションでのマルチプレイ
ヤーゲームプレイ体験を高める

Internet Monitorを使用すると、世界的にゲームプレイヤーがレイテンシーの問題を抱えている場所を
すばやく特定し、パフォーマンスの改善に関するインサイトを取得できます。最多数のプレイヤー
が集中して、最初のバイトまでの時間 (TTFB) が最も長くなった場所を特定すれば、最大プレイヤー
層の満足度を高める方法が見つかります。それは、プレイヤーの TTFB を短くするために、Internet 
Monitor が推奨する AWS リージョン に新たにゲーム用のサーバーをデプロイすることです。

特定のユースケースについては、ブログ記事の「Amazon CloudWatch Internet Monitor を使用して
ゲームエクスペリエンスを高める」を参照してください。
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コンソールを使用して Amazon CloudWatch Internet 
Monitor の使用を開始する
Amazon CloudWatch Internet Monitor の使用を開始するには、Internet Monitor でアプリケーション用のモ
ニタを作成する必要があります。そのアプリケーションが使用する AWS リソースを追加し、必要な設定
オプションを設定します。追加したリソースの Amazon Virtual Private Cloud (VPC)、CloudFront ディスト
リビューション、WorkSpaces ディレクトリは、Internet Monitor に情報を提供して、アプリケーションの
インターネットトラフィック情報をマッピングします。次に、モニタを使用し、クライアントの使用量に
関するパフォーマンスと可用性を可視化して調べることができます。

Internet Monitor では、基本的に 1 つのアプリケーションに 1 つのモニタを作成するのが最も簡単です。
同じモニタ内で、さまざまなロケーションや ASN (インターネットサービスプロバイダーなど) によ
り、Internet Monitor のログファイル内の測定値やメトリクスを検索、および並べ替えすることができま
す。さまざまな分野のアプリケーション用に、例えば個別のモニタを作成する必要はありません。

このステップでは、コンソールを使用して、モニタのセットアップを順を追って説明します。モニ
ターの作成やイベントの表示などを実行するために Internet Monitor API アクションと AWS Command 
Line Interface を使用する例については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor での CLI の使用
例 (p. 257)」を参照してください。

モニターを作成する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [アプリケーションのモニタリング] で、[Internet Monitor] を選択しま

す。
3. [Add monitor] (モニターを追加) を選択します。
4. [Monitor name] (モニタ名) に、Internet Monitor でこのモニタに使用する名前を入力します。
5. [Add resources] (リソースを追加) を選択し、このモニタに使用する Internet Monitor の監視境界の設

定対象となるリソースを選択します。
Note

追加する VPC では、インターネットゲートウェイが設定された状態でインターネットに接続
されている必要があります。
VPC と CloudFront ディストリビューションを追加する場合は、これと同時に WorkSpaces 
ディレクトリを追加することはできません。

6. モニタリングするインターネットトラフィックのパーセンテージを選択します。
7. 必要に応じて、[都市ネットワークの上限] で、Internet Monitor がトラフィックをモニタリングする都

市ネットワーク (ロケーションと ASN、またはインターネットサービスプロバイダー) の数の上限を選
択します。モニタを編集すれば、いつでも最大数を変更できます。「都市ネットワークの最大数を選
択する (p. 254)」を参照してください。

注意: 都市ネットワークの最大数により、Internet Monitor がアプリケーションについてモニタリング
する都市ネットワークの数が制限されます。モニタリングの対象として選択したトラフィックのパー
センテージには関係ありません。

8. 必要に応じて、Amazon S3 バケット名とカスタムプレフィックスを指定して、モニタリング対象の都
市ネットワークすべてのインターネット測定値を Amazon S3 にパブリッシュします。

Internet Monitor は、アプリケーションの (トラフィック量で) 上位 500 のインターネット測定値を 5 
分ごとに CloudWatch Logs にパブリッシュします。測定値を S3 にパブリッシュすることを選択し
ても、測定値は引き続き CloudWatch Logs にパブリッシュされます。詳細については、「Amazon 
CloudWatch Internet Monitor で Amazon S3 にインターネット測定値をパブリッシュする (p. 255)」
を参照してください。

9. [Next] (次へ) を選択します。
10. モニタにタグを追加します (オプション)。
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11. [Next] (次へ) をクリックします。
12. 追加のために選択したリソースなど、モニタを確認します。
13. [Create monitor] (モニターの作成) を選択します。

モニタの作成後は、モニタを編集すれば、いつでも都市ネットワークの最大数の変更や、リソースの追加
または削除ができます。またモニタの削除やその他の変更も行うことができます。これらのタスクを実行
するには、Internet Monitor コンソールでモニタを選択し、[アクション] メニューからオプションを選択し
ます。モニタの名前は変更できないことに注意してください。

Internet Monitor ダッシュボードを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Internet 

Monitor] の順に選択します。

[Monitors] (モニタ) タブには、作成済みのモニタが一覧表示されます。

モニタを選択すると、その詳細情報を表示することができます。

トピック
• 都市ネットワークの最大数を選択する (p. 254)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor で Amazon S3 にインターネット測定値をパブリッシュす

る (p. 255)
• Internet Monitor のモニタを使用する (p. 256)
• Internet Monitor のモニタを編集または削除する (p. 257)

都市ネットワークの最大数を選択する
Amazon CloudWatch Internet Monitor は、クライアントがアプリケーションリソースにアクセスするすべ
てのロケーション、およびそのアクセスのために経由するすべての ASN (通常はインターネットサービス
プロバイダー) のアプリケーショントラフィックをモニタリングできます。つまり、お客様のアプリケー
ションインターネットトラフィックの都市ネットワークすべてです。モニタを作成する際、モニタリング
するアプリケーショントラフィックのパーセンテージを選択します。モニタを編集すれば、いつでも更新
できます。

トラフィックのパーセンテージを設定するだけでなく、モニタリングする都市ネットワークの数の上限を
設定して、予想外の請求額が発生するのを防ぐこともできます。これは、例えばトラフィックパターンが
広範に及ぶ場合に有益です。請求額は、(アカウントごとのモニタ全体で) 最初の 100 の都市ネットワーク
を過ぎると、モニタリングする都市ネットワークごとに増加します。都市ネットワークの最大数を設定す
ると、Internet Monitor がアプリケーションについてモニタリングする都市ネットワークの数が制限されま
す。モニタリングの対象として選択したトラフィックのパーセンテージには関係ありません。

実際にモニタリングした都市ネットワークの数に対してのみ課金されます。選択した都市ネットワークの
最大数により、Internet Monitor がモニタでトラフィックをモニタリングする都市ネットワークの合計に上
限を設定できます。モニタを編集すれば、いつでも最大数を変更できます。

オプションを確認するには、CloudWatch の料金見積りツールのページで「Internet Monitor」まで下へス
クロールします。Internet Monitor の料金の詳細については、「Amazon CloudWatch 料金表」のページの
「Internet Monitor」セクションを参照してください。

都市ネットワークの最大数を決定するには、アプリケーションでモニタリングするトラフィック量を考
慮します。Internet Monitor の CityNetworksMonitored、TrafficMonitoredPercent、1 つ以上の
CityNetworksForNNPercentTraffic メトリクスは、モニタを作成した後、トラフィックの使用量と
カバレッジを分析するのに役立ちます。NN はパーセンテージの値であり、25、50、90、95、99、100 の
いずれかになります (これらのメトリクスや他の Internet Monitor のメトリクスすべての定義を確認するに
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は、「Amazon CloudWatch Internet Monitor での CloudWatch Metrics の使用 (p. 273)」を参照してくだ
さい)。

インターネットトラフィックカバレッジの概要グラフを確認するには、CloudWatch ダッシュボードの [ト
ラフィックインサイト] タブに移動し、[都市ネットワークのトラフィックモニタリング] を参照します。こ
のセクションに表示されるグラフには、アプリケーションでモニタリングされている都市ネットワークの
実際の数と、アプリケーションのインターネットトラフィックの 100% をモニタリングする場合にモニタ
に設定できる都市ネットワークの最大数が表示されます。

オプションの詳細を確認するには、次に説明する例のように、Internet Monitor のメトリクスを使用でき
ます。これらの例は、アプリケーションのインターネットトラフィックカバレッジの希望範囲に応じて、
どのように都市ネットワークの最大数を最適に選択するかを示しています。CloudWatch メトリクスの 
Internet Monitor メトリクスのクエリ (p. 273)を使用すると、アプリケーションのインターネットトラ
フィックカバレッジの詳細を理解するのに役立ちます。

例として、モニタリング対象の上限を 100 の都市ネットワークに設定し、2,637 の都市ネットワークのク
ライアントがアプリケーションにアクセスしているとします。CloudWatch メトリクスでは、次の Internet 
Monitor メトリクスが返されます。

CityNetworksMonitored 100
TrafficMonitoredPercent  12.5
CityNetworksFor90PercentTraffic  2143
CityNetworksFor100PercentTraffic  2637

この例からは、その時点でモニタリングしているのはインターネットトラフィックの 12.5% であり、最
大数は 100 の都市ネットワークに設定されていることがわかります。トラフィックの 90% をモニタリ
ングしたい場合、次のメトリクスでその情報が得られます。CityNetworksFor90PercentTraffic
は、90% のカバレッジを得るには、2,143 の都市ネットワークをモニタリングする必要があることを示し
ます。そのためにはモニタを更新し、都市ネットワークの最大数を 2,143 に設定します。

同様に、アプリケーションのインターネットトラフィックの 100% をモニタリングしたいとします。次
のメトリクス CityNetworksFor100PercentTraffic は、そのためにモニタを更新して、都市ネット
ワークの最大数を 2,637 に設定する必要があることを示します。

都市ネットワークの最大数を 5,000 に設定した場合、その数は 2,637 を超えているため、次のメトリクス
が返されます。

CityNetworksMonitored 2637
TrafficMonitoredPercent  100
CityNetworksFor90PercentTraffic  2143
CityNetworksFor100PercentTraffic  2637

これらのメトリクスから、高めの上限にすると、インターネットトラフィックの 100% である 2,637 の都
市ネットワークすべてをモニタリングすることがわかります。

モニタを更新して都市ネットワークの最大数を変更するには、「Internet Monitor のモニタを編集または削
除する (p. 257)」を参照してください。

都市ネットワークの最大数を設定すると、請求額を予測しやすくなります。詳細については、Amazon 
CloudWatch 料金表をご覧ください。また CloudWatch 料金見積りツールを使用すると、モニタリング対
象の都市ネットワークの数のさまざまな値が請求額にどのように影響を与えるかを調べることができま
す。オプションを確認するには、CloudWatch の料金見積りツールのページで「Internet Monitor」まで下
へスクロールします。

Amazon CloudWatch Internet Monitor で Amazon S3 にインター
ネット測定値をパブリッシュする
Amazon CloudWatch Internet Monitor が Amazon S3 に、モニタ内のモニタリング対象の都市ネットワー
クに対するインターネット向けトラフィックのインターネット測定値をパブリッシュすることを選択で
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きます (都市ネットワークとは、クライアントロケーションと ASN、通常はインターネットサービスプ
ロバイダーのことです)。ただし、都市ネットワークのサービス上限は 500,000 です。Internet Monitor 
は、各モニタの (トラフィック量で) 上位 500 の都市ネットワークのインターネット測定値を、5 分ごと
に CloudWatch Logs に自動的にパブリッシュします。S3 にパブリッシュされる測定値には、CloudWatch 
Logs にパブリッシュされている上位 500 が含まれます。

モニタを作成または更新する際、S3 にパブリッシュするオプションを選択し、測定値をパブリッシュす
るバケットを指定できます。バケットを S3 で先に作成してから、Internet Monitor で指定する必要があ
ります。S3 にパブリッシュするインターネット測定値の都市ネットワークのサービス上限は 500,000 で
す。Internet Monitor は、インターネット測定値をイベント (バケットに保存された一連の圧縮ログファイ
ルオブジェクト) として S3 にパブリッシュします。

Internet Monitor が測定値をパブリッシュするための S3 バケットを作成する際、CloudWatch Logs が提
供するアクセス許可のガイダンスに必ず従ってください。これにより、Internet Monitor はログを S3 に直
接パブリッシュできます。また AWS は必要に応じて、そのログを受け取るロググループに関連付いたリ
ソースポリシーの作成や変更ができます。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイ
ド」の「CloudWatch Logs に送信されたログ」を参照してください。

パブリッシュするログファイルは圧縮されます。Amazon S3 コンソールを使用してログファイルを開く
と、ファイルは解凍されてインターネット測定値のイベントが表示されます。ファイルをダウンロードす
る場合は、イベントを表示するのに解凍する必要があります。

Amazon Athena を使用し、ログファイルのインターネット測定値に対してクエリを実行することもできま
す。Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスであり、Amazon S3 内のデータを標準 SQL を
使用して簡単に分析できます。詳細については、「Amazon Athena を使用して、Amazon S3 ログファイ
ルのインターネット測定値をクエリする (p. 275)」を参照してください。

Internet Monitor のモニタを使用する
Amazon CloudWatch Internet Monitor のモニタを作成すると、さまざまな使い道があります。例え
ば、CloudWatch ダッシュボードで情報を表示したり、AWS Command Line Interface を使用して情報を取
得したり、ヘルスアラートを設定したりできます。

モニタは、アプリケーションや設定の詳細に関する情報を提供します。これにより、パブリッシュする
測定値やメトリクスを Internet Monitor で任意にカスタマイズできます。Internet Monitor は、AWS のグ
ローバルインフラストラクチャフットプリントから測定値を収集します。これらの測定値は、世界中か
らもたらされる膨大な量のネットワークパフォーマンスと可用性の情報です。Internet Monitor は、アプ
リケーションに追加したリソースからの情報を使用して、アプリケーションがアクティブな都市ネット
ワークを対象とするパフォーマンスと可用性の測定値をパブリッシュします (都市ネットワークとは、ク
ライアントロケーションと ASN、通常はインターネットサービスプロバイダー (ISP) のことです)。その
ため、Internet Monitor ダッシュボードと CloudWatch Logs の測定値やメトリクス (可用性、パフォーマン
ス、モニタリング対象転送バイト数、往復時間など) は、クライアントロケーションと ASN によって異な
ります。

Internet Monitor は、パフォーマンスと可用性に異常があるかどうかも判断します。Internet Monitor は
デフォルトで、クライアントロケーション内の送信元と宛先のペアごとに AWS が収集した可用性とパ
フォーマンスに関する測定値をトラフィックに重ね合わせます。これにより、パフォーマンスまたは可用
性に顕著な低下が生じた時期を判断します。アプリケーションのロケーションや対象範囲で大幅な劣化が
発生すると、Internet Monitor はヘルスイベントを生成し、問題に関する情報をモニタにパブリッシュしま
す。

モニタを作成すると、そのモニタを使用して、Internet Monitor が提供する情報に以下の方法でアクセスし
たりアラートを受け取ったりできます。

• CloudWatch ダッシュボードを使用して、パフォーマンス、可用性、およびヘルスイベントを表示して
調べ、アプリケーションの履歴データを調べて、より優れたパフォーマンスのためにアプリケーション
を設定する新たな方法に関するインサイトを取得します。詳細については、以下をご覧ください。
• Amazon CloudWatch Internet Monitor ([Overview] (概要) タブ) によるパフォーマンスと可用性のリア

ルタイムでの追跡 (p. 265)
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• Amazon CloudWatch Internet Monitor ([Historical Explorer] タブ) でデータをフィルタリングおよび表
示する (p. 267)

• Amazon CloudWatch Internet Monitor (トラフィックインサイトのタブ) でアプリケーションのパ
フォーマンスを改善するためのインサイトを取得する (p. 268)

• Internet Monitor API アクションで AWS CLI コマンドを使用して、トラフィックプロファイル情報
の表示、測定値の表示、ヘルスイベントの一覧表示などが行えます。詳細については、「Amazon 
CloudWatch Internet Monitor での CLI の使用例 (p. 257)」を参照してください。

• CloudWatch Contributor Insights、CloudWatch メトリクスエクスプローラー、CloudWatch Logs 
Insights などの標準の CloudWatch ツールを使用して、CloudWatch のデータを可視化します。詳細につ
いては、「CloudWatch ツールを使用したログファイルの表示 (p. 269)」を参照してください。

• Amazon S3 ログファイルからインターネット測定値にアクセスします (S3 へのパブリッシュを有効にし
ている場合)。

• Amazon EventBridge 通知を作成して、Internet Monitor がヘルスイベントの発生を把握したときにア
ラートを受け取ります。詳細については、「Amazon EventBridge での Amazon CloudWatch Internet 
Monitor の使用 (p. 278)」を参照してください。

• 問題の原因が AWS ネットワークであると Internet Monitor が判断したときは、その問題を軽減するた
めに AWS が講じている手段を説明する AWS Health Dashboard 通知を自動的に受け取ることもできま
す。

Internet Monitor のモニタを編集または削除する
Amazon CloudWatch Internet Monitor でモニタを作成した後に、[アクション] メニューを使用すると、そ
のモニタを編集または削除できます。例えば、モニタを編集してリソースの追加または削除、モニタリン
グするアプリケーショントラフィックのパーセンテージの変更、都市ネットワークの最大数の設定または
更新、Amazon S3 へのパブリッシュの有効化または更新を行えます。モニタを削除することもできます。
モニタの名前は変更できないことに注意してください。

モニタを変更するには、以下の手順に従ってください。

モニタを編集する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [Application monitoring] (アプリケーションのモニタリング) で、

[Internet Monitor] (インターネットモニター) を選択します。
3. モニタを選択し、[アクション] メニューを選択します。
4. [モニタの更新] を選択します。
5. 必要な更新を行います。例えば、都市ネットワークの最大数の上限を設定または変更するには、[モニ

タリングする都市ネットワークの最大数] で、都市ネットワークの最大数を選択または設定します。
6. [Update] (更新) を選択します。

Amazon CloudWatch Internet Monitor での CLI の使用
例
このセクションでは、Amazon CloudWatch Internet Monitor のオペレーションで、AWS Command Line 
Interface を使用する例を示します。

開始する前に、モニタリングする Amazon 仮想プライベートクラウド (VPC)、Amazon CloudFront ディス
トリビューション、または WorkSpaces ディレクトリがある AWS アカウントと同じアカウントで AWS 
CLI を使用するようにログインする必要があります。Internet Monitor はアカウントをまたいだリソース
へのアクセスをサポートしていません。AWS CLI の使用の詳細については、「AWS CLI コマンドリファ
レンス」を参照してください。Amazon CloudWatch Internet Monitorで API アクションを使用する方法の
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詳細については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor API Reference Guide」(Amazon CloudWatch 
Internet Monitor API リファレンスガイド) を参照してください。

トピック
• モニターを作成する (p. 258)
• モニターの詳細の表示 (p. 258)
• ヘルスイベントを一覧表示する (p. 259)
• 特定のヘルスイベントを表示する (p. 261)
• モニタの一覧を表示する (p. 262)
• モニタを編集する (p. 263)
• モニタを削除する (p. 264)

モニターを作成する
Internet Monitor でモニタを作成する際は、アプリケーションのインターネットトラフィックがある場所を
表示するために、モニタに名前を付けてリソースを関連付けます。また、アプリケーションリソースをモ
ニタリングする都市ネットワークの最大数にも上限を設定します。

AWS CLI を使用してモニタを作成するには、create-monitor コマンドを使用します。
Note

Internet Monitor は、インターネット測定値を 5 分ごとに CloudWatch Logs にパブリッシュしま
す。対象は、各モニタにトラフィックを送信する上位 500 の都市ネットワーク (クライアントロ
ケーションと ASN、通常はインターネットサービスプロバイダー (ISP)) です。必要に応じて、
モニタリング対象の都市ネットワークすべてのインターネット測定値を Amazon S3 バケットに
パブリッシュする選択ができます (ただし、サービスの上限数は 500,000 の都市ネットワークで
す)。詳細については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor で Amazon S3 にインターネット
測定値をパブリッシュする (p. 255)」を参照してください。

aws internetmonitor --create-monitor monitor-name "TestMonitor" \ 
    --max-city-networks-to-monitor 10000 \ 
    --resources "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:vpc/vpc-11223344556677889"

{
"Arn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/TestMonitor", 
 "Status": "ACTIVE"
}

Note

モニタの名前は変更できないことに注意してください。

モニターの詳細の表示
AWS CLI を使用してモニタに関する情報を表示するには、get-monitor コマンドを使用します。

aws internetmonitor get-monitor --monitor-name "TestMonitor"

{ 
    "ClientLocationType": "city", 
    "CreatedAt": "2022-09-22T19:27:47Z", 
    "ModifiedAt": "2022-09-22T19:28:30Z", 
    "MonitorArn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/TestMonitor", 
    "MonitorName": "TestMonitor", 
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    "ProcessingStatus": "OK", 
    "ProcessingStatusInfo": "The monitor is actively processing data", 
    "Resources": [ 
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:vpc/vpc-11223344556677889" 
    ], 
    "MaxCityNetworksToMonitor": 10000, 
    "Status": "ACTIVE"
}

ヘルスイベントを一覧表示する
アプリケーションのインターネットトラフィックについてのパフォーマンスが低下した場合、Internet 
Monitor はモニタでヘルスイベントを作成します。AWS CLI を使用して現在のヘルスイベントの一覧を表
示するには、list-health-events コマンドを使用します。

aws internetmonitor list-health-events --monitor-name "TestMonitor"

{ 
    "HealthEvents": [ 
        { 
            "EventId": "2022-06-20T01-05-05Z/latency",  
            "Status": "RESOLVED",  
            "EndedAt": "2022-06-20T01:15:14Z",  
            "ServiceLocations": [ 
                { 
                    "Name": "us-east-1" 
                } 
            ],  
            "PercentOfTotalTrafficImpacted": 1.21,  
            "ClientLocations": [ 
                { 
                    "City": "Lockport",  
                    "PercentOfClientLocationImpacted": 60.370000000000005,  
                    "PercentOfTotalTraffic": 2.01,  
                    "Country": "United States",  
                    "Longitude": -78.6913,  
                    "AutonomousSystemNumber": 26101,  
                    "Latitude": 43.1721,  
                    "Subdivision": "New York",  
                    "NetworkName": "YAHOO-BF1" 
                } 
            ],  
            "StartedAt": "2022-06-20T01:05:05Z",  
            "ImpactType": "PERFORMANCE",  
            "EventArn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/
TestMonitor/health-event/2022-06-20T01-05-05Z/latency" 
        },  
        { 
            "EventId": "2022-06-20T01-17-56Z/latency",  
            "Status": "RESOLVED",  
            "EndedAt": "2022-06-20T01:30:23Z",  
            "ServiceLocations": [ 
                { 
                    "Name": "us-east-1" 
                } 
            ],  
            "PercentOfTotalTrafficImpacted": 1.29,  
            "ClientLocations": [ 
                { 
                    "City": "Toronto",  
                    "PercentOfClientLocationImpacted": 75.32,  
                    "PercentOfTotalTraffic": 1.05,  
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                    "Country": "Canada",  
                    "Longitude": -79.3623,  
                    "AutonomousSystemNumber": 14061,  
                    "Latitude": 43.6547,  
                    "Subdivision": "Ontario",  
                    "CausedBy": { 
                        "Status": "ACTIVE",  
                        "Networks": [ 
                            { 
                                "AutonomousSystemNumber": 16509,  
                                "NetworkName": "Amazon.com" 
                            } 
                        ],  
                        "NetworkEventType": "AWS" 
                    },  
                    "NetworkName": "DIGITALOCEAN-ASN" 
                },  
                { 
                    "City": "Lockport",  
                    "PercentOfClientLocationImpacted": 22.91,  
                    "PercentOfTotalTraffic": 2.01,  
                    "Country": "United States",  
                    "Longitude": -78.6913,  
                    "AutonomousSystemNumber": 26101,  
                    "Latitude": 43.1721,  
                    "Subdivision": "New York",  
                    "NetworkName": "YAHOO-BF1" 
                },  
                { 
                    "City": "Hangzhou",  
                    "PercentOfClientLocationImpacted": 2.88,  
                    "PercentOfTotalTraffic": 0.7799999999999999,  
                    "Country": "China",  
                    "Longitude": 120.1612,  
                    "AutonomousSystemNumber": 37963,  
                    "Latitude": 30.2994,  
                    "Subdivision": "Zhejiang",  
                    "NetworkName": "Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd." 
                } 
            ],  
            "StartedAt": "2022-06-20T01:17:56Z",  
            "ImpactType": "PERFORMANCE",  
            "EventArn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/
TestMonitor/health-event/2022-06-20T01-17-56Z/latency" 
        },  
        { 
            "EventId": "2022-06-20T01-34-20Z/latency",  
            "Status": "RESOLVED",  
            "EndedAt": "2022-06-20T01:35:04Z",  
            "ServiceLocations": [ 
                { 
                    "Name": "us-east-1" 
                } 
            ],  
            "PercentOfTotalTrafficImpacted": 1.15,  
            "ClientLocations": [ 
                { 
                    "City": "Lockport",  
                    "PercentOfClientLocationImpacted": 39.45,  
                    "PercentOfTotalTraffic": 2.01,  
                    "Country": "United States",  
                    "Longitude": -78.6913,  
                    "AutonomousSystemNumber": 26101,  
                    "Latitude": 43.1721,  
                    "Subdivision": "New York",  
                    "NetworkName": "YAHOO-BF1" 
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                },  
                { 
                    "City": "Toronto",  
                    "PercentOfClientLocationImpacted": 29.770000000000003,  
                    "PercentOfTotalTraffic": 1.05,  
                    "Country": "Canada",  
                    "Longitude": -79.3623,  
                    "AutonomousSystemNumber": 14061,  
                    "Latitude": 43.6547,  
                    "Subdivision": "Ontario",  
                    "CausedBy": { 
                        "Status": "ACTIVE",  
                        "Networks": [ 
                            { 
                                "AutonomousSystemNumber": 16509,  
                                "NetworkName": "Amazon.com" 
                            } 
                        ],  
                        "NetworkEventType": "AWS" 
                    },  
                    "NetworkName": "DIGITALOCEAN-ASN" 
                }, 
                { 
                    "City": "Hangzhou",  
                    "PercentOfClientLocationImpacted": 2.88,  
                    "PercentOfTotalTraffic": 0.7799999999999999,  
                    "Country": "China",  
                    "Longitude": 120.1612,  
                    "AutonomousSystemNumber": 37963,  
                    "Latitude": 30.2994,  
                    "Subdivision": "Zhejiang",  
                    "NetworkName": "Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd." 
                } 
            ],  
            "StartedAt": "2022-06-20T01:34:20Z",  
            "ImpactType": "PERFORMANCE",  
            "EventArn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/
TestMonitor/health-event/2022-06-20T01-34-20Z/latency" 
        } 
    ]
}

特定のヘルスイベントを表示する
CLI を使用して特定のヘルスイベントに関する詳細な情報を表示するには、get-health-event コマン
ドにモニタ名とヘルスイベント ID を指定して実行します。

aws internetmonitor get-monitor --monitor-name "TestMonitor" --event-id "health-event/
TestMonitor/2021-06-03T01:02:03Z/latency" 

{ 
    "EventId": "2022-06-20T01-34-20Z/latency",  
    "Status": "RESOLVED",  
    "EndedAt": "2022-06-20T01:35:04Z",  
    "ServiceLocations": [ 
        { 
            "Name": "us-east-1" 
        } 
    ],  
    "EventArn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/TestMonitor/health-
event/2022-06-20T01-34-20Z/latency",  
    "LastUpdatedAt": "2022-06-20T01:35:04Z",  
    "ClientLocations": [ 
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        { 
            "City": "Lockport",  
            "PercentOfClientLocationImpacted": 39.45,  
            "PercentOfTotalTraffic": 2.01,  
            "Country": "United States",  
            "Longitude": -78.6913,  
            "AutonomousSystemNumber": 26101,  
            "Latitude": 43.1721,  
            "Subdivision": "New York",  
            "NetworkName": "YAHOO-BF1" 
        },  
        { 
            "City": "Toronto",  
            "PercentOfClientLocationImpacted": 29.770000000000003,  
            "PercentOfTotalTraffic": 1.05,  
            "Country": "Canada",  
            "Longitude": -79.3623,  
            "AutonomousSystemNumber": 14061,  
            "Latitude": 43.6547,  
            "Subdivision": "Ontario",  
            "CausedBy": { 
                "Status": "ACTIVE",  
                "Networks": [ 
                    { 
                        "AutonomousSystemNumber": 16509,  
                        "NetworkName": "Amazon.com" 
                    } 
                ],  
                "NetworkEventType": "AWS" 
            },  
            "NetworkName": "DIGITALOCEAN-ASN" 
        },  
        { 
            "City": "Shenzhen",  
            "PercentOfClientLocationImpacted": 4.07,  
            "PercentOfTotalTraffic": 0.61,  
            "Country": "China",  
            "Longitude": 114.0683,  
            "AutonomousSystemNumber": 37963,  
            "Latitude": 22.5455,  
            "Subdivision": "Guangdong",  
            "NetworkName": "Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd." 
        },  
        { 
            "City": "Hangzhou",  
            "PercentOfClientLocationImpacted": 2.88,  
            "PercentOfTotalTraffic": 0.7799999999999999,  
            "Country": "China",  
            "Longitude": 120.1612,  
            "AutonomousSystemNumber": 37963,  
            "Latitude": 30.2994,  
            "Subdivision": "Zhejiang",  
            "NetworkName": "Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd." 
        } 
    ],  
    "StartedAt": "2022-06-20T01:34:20Z",  
    "ImpactType": "PERFORMANCE",  
    "PercentOfTotalTrafficImpacted": 1.15
}

モニタの一覧を表示する
CLI を使用してアカウント内のすべてのモニタを一覧表示するには、list-monitors コマンドを実行し
ます。
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aws internetmonitor list-monitors

{ 
    "Monitors": [ 
        { 
            "MonitorName": "TestMonitor", 
            "ProcessingStatus": "OK", 
            "Status": "ACTIVE" 
        } 
    ], 
    "NextToken": " zase12"
}

モニタを編集する
CLI を使用してモニタに関する情報を更新するには、update-monitor コマンドを使用して更新するモニ
タの名前を指定します。ユーザーは、モニタリングする都市ネットワークの最大数の制限を更新すること
ができます。また、Internet Monitor がトラフィックのモニタリングに使用するリソースを追加または削除
したり、モニタのステータスを ACTIVE から INACTIVE に (またはその逆に) 変更したりできます。モニ
タの名前は変更できないことに注意してください。

update-monitor の呼び出しに対する応答では、MonitorArn と Status だけを返します。

以下に、update-monitor コマンドを使用してモニタリングする都市ネットワークの最大数を 50000 に
変更する方法の例を示します。

aws internetmonitor update-monitor --monitor-name "TestMonitor" --max-city-networks-to-
monitor 50000

{ 
    "MonitorArn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/TestMonitor", 
    "Status": " ACTIVE "
}

次の例で、リソースを追加および削除する方法を示します。

aws internetmonitor update-monitor --monitor-name "TestMonitor" \ 
    --resources-to-add "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:vpc/vpc-11223344556677889" \ 
    --resources-to-remove "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:vpc/vpc-2222444455556666"

{ 
    "MonitorArn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/TestMonitor", 
    "Status": "ACTIVE"
}

次の例で、update-monitor コマンドを使用してモニタのステータスを INACTIVE に変更する方法を示
します。

aws internetmonitor update-monitor --monitor-name "TestMonitor" --status "INACTIVE"

{ 
    "MonitorArn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-1:111122223333:monitor/TestMonitor", 
    "Status": "INACTIVE"
}

263



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Internet Monitor ダッシュボード

モニタを削除する
CLI の delete-monitor コマンドでモニタを削除できます。まず、モニタを無効化する必要がありま
す。そのためには、update-monitor コマンドを使用してステータスを INACTIVE に変更します。get-
monitor コマンドを使用してステータスをチェックし、モニタが無効化されたことを確認します。

モニタのステータスが INACTIVE であれば、 CLI を使用して delete-monitor コマンドを実行し、その
モニタを削除できます。delete-monitor の呼び出しが成功した場合の応答は空です。

aws internetmonitor delete-monitor --monitor-name "TestMonitor"

{}

Internet Monitor ダッシュボードを使用したモニタリン
グと最適化
このセクションでは、Amazon CloudWatch Internet Monitor ダッシュボードで情報をフィルタリングし、
表示する方法を説明します。この情報により、AWS アプリケーションのインターネットトラフィックや設
定を可視化し、そのインサイトを入手します。

アプリケーションのインターネットのパフォーマンスおよび可用性をモニタリングするモニタが作成され
ると、Amazon CloudWatch Internet Monitor は、CloudWatch ログをパブリッシュします。このログは、
クライアントロケーションと ASN のペアに関するインターネット測定値を含みます。また、アプリケー
ション、各 AWS リージョン、エッジロケーションへのトラフィックに関して集計した CloudWatch メト
リクスをパブリッシュします。Internet Monitor から得られるこの情報を基に、さまざまな手法でフィルタ
リングや調査を行ったり、そこからアクションについての提案を得たりすることが可能です。

使用を開始するには、CloudWatch コンソールの [Application monitoring] (アプリケーションのモニタリン
グ) で [Internet Monitor] を選択します。

Note

このセクションでは、AWS Management Console を使用して Internet Monitor のメトリクスを
フィルタリングおよび表示する方法について説明します。また別の方法として、AWS CLI また
は SDK で Internet Monitor API アクションを使用して、ログファイル内の情報を処理することも
できます。詳細については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor API Reference」(Amazon 
CloudWatch API リファレンス) を参照してください。

Internet Monitor ダッシュボードには 3 つのタブがあります。

• [Overview] (概要) タブでは、アプリケーションのパフォーマンスと可用性に関する現在と過去の情報、
およびクライアントロケーションに影響するヘルスイベントを確認できます。

• 次の [Historical Explorer] タブでは、ロケーション、ASN、日付などでフィルタリングできます。また、
グラフを使って、インターネットトラフィックに関するメトリクスの推移を可視化できます。

• [トラフィックインサイト] タブでは、モニタリング回数が上位のトラフィックに関する情報を、各種の
カスタマイズ可能な方法で要約して表示できます。加えて、さまざまなロケーションと ASN のペアに
ついて、パフォーマンスを改善するための最適な設定に関する提案を取得することができます。トラ
フィックのルーティング方法や使用する AWS のリソースを変更すると、Internet Monitor はトラフィッ
クパターンと過去のパフォーマンスに基づいて、アプリケーションでのパフォーマンスの改善を予測し
ます。

また、Internet Monitor ではトラフィックに関する測定値を含むログファイルを生成してパブリッシュす
るため、コンソール内の他の CloudWatch ツールを使用することができます。例えば、Internet Monitor に
よってパブリッシュされた CloudWatch Contributor Insights、CloudWatch メトリクス、CloudWatch Logs 
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Insights などのデータをさらに可視化することができます。詳細については、「CloudWatch ツールを使用
したログファイルの表示 (p. 269)」を参照してください。

次のセクションで、Internet Monitor を使用してパフォーマンスと可用性の測定値を調査する方法について
説明します。

トピック
• Amazon CloudWatch Internet Monitor ([Overview] (概要) タブ) によるパフォーマンスと可用性のリアル

タイムでの追跡 (p. 265)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor ([Historical Explorer] タブ) でデータをフィルタリングおよび表示

する (p. 267)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor (トラフィックインサイトのタブ) でアプリケーションのパ

フォーマンスを改善するためのインサイトを取得する (p. 268)

Amazon CloudWatch Internet Monitor ([Overview] (概要) タブ) に
よるパフォーマンスと可用性のリアルタイムでの追跡
CloudWatch コンソールの [Internet Monitor] にある [概要] タブを使用して、モニタが追跡しているトラ
フィックのパフォーマンスと可用性の概要を取得します。このタブはまた、アプリケーションのグローバ
ルトラフィックを可視化する際に役立つトラフィッククラスターと共に、インターネットトラフィックの
概要マップ、およびヘルスイベントのロケーションと影響を表示できます。

ヘルススコア

[ヘルススコア] のグラフには、グローバルトラフィックのパフォーマンスと可用性に関する情報が表示
されます。AWS は、さまざまな ASN やサービスの地理的位置間のネットワークトラフィックについ
て、インターネットのパフォーマンスと可用性に関する膨大な履歴データを保持しています。Internet 
Monitor は、グローバルネットワークのフットプリントから AWS により取得されたこの接続データを使用
して、インターネットトラフィックのパフォーマンスと可用性に関するベースラインを計算します。これ
は、AWS の社内でインターネットの稼働時間と可用性を監視するために使用しているものと同じデータで
す。

これらの測定値をベースラインとして使用し、その値と比較してアプリケーションのパフォーマンスと可
用性が低下した場合に、 Internet Monitor が検出できるようにしています。その情報はパフォーマンススコ
アと可用性スコアとして報告され、パフォーマンスの低下が発生したことをユーザーが認識しやすくして
います。詳細については、「CloudWatch ツールを使用したログファイルの表示 (p. 269)」を参照してく
ださい。

[ヘルススコア] のグラフは、ユーザーが選択した期間に発生したヘルスイベントを示します。ヘルスイベ
ントが発生すると、グラフ上のパフォーマンスまたは可用性を示す線が下降します。イベントを選択する
と、その詳細とともに、イベントが継続した時間に関する日付と時刻の情報を示す帯がグラフ上に表示さ
れます。

また、各データポイントについてログファイルに直接アクセスすることで、これらのメトリクスを確認す
ることもできます。[アクション] メニューで、[CloudWatch Logs を表示] を選択します。

 インターネットトラフィックの概要

[Internet traffic overview] (インターネットトラフィックの概要) マップには、(エンドユーザーの場所やネッ
トワークに固有の) インターネットトラフィックとヘルスイベントが表示されます。マップ上で灰色に表
示されている国/地域は、アプリケーションへのトラフィックが存在する国/地域です。

マップ上の各円には、選択した期間に発生した地域のヘルスイベントが示されます。Internet Monitor 
は、AWS でホストされているリソースのいずれかと、お客様がアプリケーションを使用している都市ネッ
トワークの間で接続上の問題を検出すると、ヘルスイベントを作成します。マップ上の円を選択すると、
その場所のヘルスイベントに関する詳細が表示されます。加えて、マップの下に表示されている [Health 
events] (ヘルスイベント) テーブルには、ヘルスイベントが発生しているクラスターについての詳細な情報
が表示されます。
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選択した期間にヘルスイベントが発生しても、クライアントロケーションにおけるトラフィックへの影響
が 5% を超えるものがなかった場合、マップは空になることに注意してください。

Internet Monitor は、あるイベントがアプリケーションに対しグローバルの重大な影響を与えると判断する
と、それを解決するためにモニタ内にヘルスイベントを作成します。詳細については、「何がヘルスイベ
ントに値するかをAWS が判断する方法 (p. 251)」を参照してください。

ヘルスイベント

[Health events] (ヘルスイベント) テーブルには、ヘルスイベントの影響を受けたクライアントロケーショ
ンと、そのイベント自体に関する情報が一覧表示されます。この テーブルには、以下の列があります。

  説明

クライアントロケーション イベントの影響を受けたエンドユーザーのうち、
レイテンシーが増加したり、可用性が低下したり
したユーザーの場所。

トラフィックインパクト そのイベントによって、レイテンシーの増加や可
用性の低下など、どの程度の影響が生じたか。レ
イテンシーについては、(該当するクライアントロ
ケーションから、このクライアントネットワーク
を使用する AWS のロケーションに向かう) 一般的
なトラフィックのパフォーマンスと比較して、イ
ベント中に増加した割合が表示されます。

クライアントネットワーク トラフィックが通過したネットワークです。通
常これは、ネットワークトラフィックのインター
ネットサービスプロバイダー (ISP) または AS 番号 
(ASN) のことです。

AWS のロケーション 対象のネットワークトラフィックの AWS ロケー
ションを指します。AWS リージョン もしくはイン
ターネットのエッジロケーションです。

影響タイプ ヘルスイベントが与えた影響の種類です。ヘルス
イベントは通常、レイテンシーの増加 (パフォーマ
ンスの問題)、または到達可能性の低下 (可用性の
問題) によって引き起こされます。

影響タイプをクリックすると、障害の原因を確
認できる場合があります。可能な場合、Internet 
Monitor はヘルスイベントの発生源を分析して、原
因が AWS にあるのか、それとも ASN によるもの
なのかを判断します。

この分析は、イベントが解決された後も継続さ
れることに注意してください。新しい情報がある
と、Internet Monitor はイベントを最大 1 時間で更
新できます。

[ヘルスイベント] テーブルでいずれかのクライアントロケーションを選択すると、そのロケーションのヘ
ルスイベントに関する詳細が表示されます。例えば、イベントの開始および終了の時刻や、ローカルトラ
フィックへの影響を確認できます。

ネットワークパスの可視化

Internet Monitor による障害の分析が完了すると、[Network path visualization] (ネットワークパスの可視
化) に、ルネットワークの完全なパスが表示されます。ここには、クライアントとロケーションのペアに
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ついて、AWS のロケーションとクライアントの間にある各ノードが表示されます。この表示は、ヘルスイ
ベントに関するアプリケーションのネットワークパスに沿っています。障害の原因 (それが特定された場
合、AWS もしくは ASN) は、赤い破線の丸が付きます。障害の原因が複数ある場合は、複数のノードが丸
で囲まれます。

Amazon CloudWatch Internet Monitor ([Historical Explorer] タブ) 
でデータをフィルタリングおよび表示する
CloudWatch コンソールの [Internet Monitor] にある [Historical Explorer] タブを使用して、CloudWatch 
Logs ファイル内のアプリケーションのデータをフィルタリングして表示します。Internet Monitor はアプ
リケーションに固有の情報を CloudWatch Logs にパブリッシュします。この情報には、可用性、パフォー
マンス、モニタリング対象転送バイト数 (WorkSpaces ディレクトリのみの場合は、クライアント接続
数)、AWS リージョン やユーザーの ASN (インターネットサービスプロバイダー) 間の往復時間、ロケー
ションが含まれます。

Note

Internet Monitor は、インターネット測定値を 5 分ごとに CloudWatch Logs にパブリッシュしま
す。対象は、各モニタにトラフィックを送信する上位 500 の都市ネットワーク (クライアントロ
ケーションと ASN、通常はインターネットサービスプロバイダー (ISP)) です。必要に応じて、
モニタリング対象の都市ネットワークすべてのインターネット測定値を Amazon S3 バケットに
パブリッシュする選択ができます (ただし、サービスの上限数は 500,000 の都市ネットワークで
す)。詳細については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor で Amazon S3 にインターネット
測定値をパブリッシュする (p. 255)」を参照してください。

開始するには、焦点を当てる期間を選択します。次に、都市などの特定の地理的位置や他のフィルターを
選択して、ログファイルに適用します。Internet Monitor は、ログファイル内のデータにフィルターを適
用します。このログファイルは、アプリケーショントラフィックに関する都市ネットワーク (ロケーショ
ンと ASN のペア) のインターネット測定値を使用して生成されます。そして、アプリケーションのデー
タについて、推移をグラフで表示します。これには、パフォーマンススコア、可用性スコア、モニタリ
ング対象転送バイト数 (VPC と CloudFront ディストリビューションの場合) またはクライアント接続数 
(WorkSpaces ディレクトリの場合)、往復時間 (RTT) があります。

グラフの下にある [All events] (すべてのイベント) のテーブルには、対象のアプリケーショントラフィック
についてフィルタリングされたヘルスイベントと、各イベントに関する情報が表示されます。情報には以
下の列が含まれます。

  説明

イベントの開始 ヘルスイベントが開始された時刻。

ステータス イベントがまだアクティブであるか、解決済みで
あるか。

クライアントロケーション イベントの影響を受けたエンドユーザーのうち、
レイテンシーが増加したり、パフォーマンスが低
下したりしたエンドユーザーの場所。

トラフィックインパクト ヘルスイベントの対象の場所における、イベント
の影響の重み。これは例えば、レイテンシーに
どの程度の影響があったかについて、クライアン
トロケーションからクライアントネットワーク 
(ASN、通常は ISP) を経由して、AWS のロケー
ションに向かうトラフィックの標準的なパフォー
マンスと比較して示します。また、可用性に影響
するイベントの場合は、どの程度の影響があった
かについて、クライアントネットワーク (ASN、通
常は ISP) を経由した AWS ロケーションにおける
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  説明
このクライアントロケーションの標準的な可用性
と比較して示します。

イベント期間 イベントが継続した長さです。Internet Monitor 
は、ヘルスイベントが影響を与えるアプリケー
ションのクライアントロケーションが 5% (合計) 
以下になった時点で、そのイベントを終了しま
す。

クライアント ISP ASN、通常はインターネットサービスプロバイ
ダー (ISP) のことで、ネットワークトラフィックの
キャリアでした。

サービスロケーション ネットワークトラフィックの発信元のサービスが
あるロケーションであり、AWS リージョン もしく
はエッジロケーションです。

各データポイントに関するこれらの測定値は、ログファイルに直接アクセスして確認することもでき
ます。[アクション] メニューで、[CloudWatch Logs を表示] を選択します。これらのイベントは作成さ
れた時点でアカウントに記録されるため、同じイベントに基づいて他の CloudWatch ダッシュボードや
アラームを作成することもできます。詳細については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor (トラ
フィックインサイトのタブ) でアプリケーションのパフォーマンスを改善するためのインサイトを取得す
る (p. 268)」を参照してください。

Internet Monitor は、Internet Monitor 測定値とメトリクスに関して調査と分析を行い、それに基づいてダッ
シュボードやアラームを作成できます。加えて、アプリケーションのパフォーマンスを改善する方法を把
握するために使用することもできます。[トラフィックインサイト] タブで、このオプションを探すのに役
立つ複数の方法が提供されます。詳細については、[Amazon CloudWatch Internet Monitor (トラフィックイ
ンサイトのタブ) でアプリケーションのパフォーマンスを改善するためのインサイトを取得する (p. 268)] 
タブの [トラフィック最適化の提案] を参照してください。

Amazon CloudWatch Internet Monitor (トラフィックインサイト
のタブ) でアプリケーションのパフォーマンスを改善するための
インサイトを取得する
CloudWatch コンソールの [Internet Monitor] にある [トラフィックインサイト] タブを使用して、アプリ
ケーションのトラフィック (量で) 上位の概要情報を確認します。アプリケーショントラフィックは複数の
方法でフィルタリングやソートができます。下へスクロールして、アプリケーションのさまざまな設定の
組み合わせを選択します。そこでは Internet Monitor が、最初のバイトまでの時間 (TTFB) のパフォーマン
スを最速にするための最良の代替手段を提案しています。

Internet Monitor は、インターネット測定値を 5 分ごとに CloudWatch Logs にパブリッシュします。対象
は、各モニタにトラフィックを送信する (トラフィック量で) 上位 500 の都市ネットワーク (つまり、クラ
イアントロケーションと ASN、通常はインターネットサービスプロバイダー (ISP)) です。必要に応じて、
モニタリング対象の都市ネットワークすべてのインターネット測定値を Amazon S3 バケットにパブリッ
シュする選択ができます (ただし、サービスの上限数は 500,000 の都市ネットワークです)。詳細につい
ては、「Amazon CloudWatch Internet Monitor で Amazon S3 にインターネット測定値をパブリッシュす
る (p. 255)」を参照してください。

上位のトラフィックサマリー

初めに、指定期間におけるアプリケーションの全体的なトラフィックとパフォーマンスの概要を、クライ
アントロケーション (ASN、またはインターネットサービスプロバイダー) でフィルタリングして表示し
ます。また、トラフィック量による上位 (あるいは下位) のクライアントロケーションにおけるアプリケー
ションのパフォーマンスを確認でき、さまざまな方法でフィルタリングやソートもできます。例えば、詳
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細度 (都市、行政区画、国/地域、都市圏など) や総トラフィック量、最初のバイトまでの時間 (TTFB) にお
ける平均時間などの要素でソートできます。

Note

使用するフィルターはページ全体に適用されるため、総トラフィック量の概要グラフや情報に含
まれる都市ネットワークに影響を与えます。また次の [トラフィック最適化の提案] セクションに
含まれる都市ネットワークにも影響を与えます。

トラフィック最適化のための提案事項

[トラフィック最適化の提案] セクションには、トラフィックのモニタリング対象都市ネットワーク (ロケー
ションと ASN、インターネットサービスプロバイダー) のフィルターセットと、各都市ネットワークのク
ライアントの総トラフィック量が表示されます。テーブル内のロケーションと ASN のリストは、ページ上
部にある [トラフィックインサイト] で選択したアプリケーショントラフィックを要約するフィルターに基
づいています。

Note

都市ネットワークすべてのトラフィック最適化の提案を確認するには、CloudWatch Insights で
直接クエリを実行します。この都市ネットワークのリストを制限する地理的詳細度フィルターを
含まないサンプルクエリについては、「Amazon CloudWatch Internet Monitorでの CloudWatch 
Logs Insights の使用 (p. 270)」を参照してください。

このセクションでは、リージョン、Amazon EC2、CloudFront のさまざまなオプションを選択します。こ
れにより、さまざまな都市ごとに別の ASN を使用している場合、クライアントにおける最初のバイトま
での時間 (TTFB) で予測される平均値を現在の TTFB と比較して確認できます。さまざまなオプションを
選択し、結果をテーブルに表示すると、クライアントのパフォーマンスを改善するアプリケーションの新
しい設定を計画するのに役立ちます。最初のバイトまでの時間における計算の詳細については、「AWS の 
TTFB とレイテンシーの計算 (p. 251)」を参照してください。

開始するには、例えば特定の都市ネットワーク (クライアントロケーションと ASN のペア) につい
て、EC2 または CloudFront のオプション、あるいはその両方を選択してみてください。テーブルに記載
された各都市ネットワークについて、Internet Monitor は、そのオプションを (特定の AWS リージョン を
介して) 使用したトラフィックルーティングの選択に基づいて、現在の設定と比較した TTFB のパフォー
マンス改善の可能性を示します (完全を期すため、このリストには既に最適化されたルートも含まれてい
ることに注意してください)。例えば、us-west-2 経由で EC2 ルーティングを使用している現在の設定で
の TTFB が 100 ミリ秒であるのに対し、us-east-1 経由で EC2 ルーティングを使用した場合の予測平均 
TTFB が 50 ミリ秒となることを確認できます。そのため、us-west-2 経由のルーティングを検討するこ
ともできます。

また別の例として、ある 1 つのクライアントロケーションとネットワークでは、EC2 を選択しても顕著な
パフォーマンスの違いは得られない場合があります。しかしながら、同じリージョンの CloudFront を選択
すると、TTFB を一定量低減できるという場合もあります。このクライアントロケーションと ASN では、
アプリケーションの前に CloudFront ディストリビューションを追加するとパフォーマンスが改善する可能
性があり、したがって、これを試してみる価値はあると言えます。

CloudWatch ツールを使用したログファイルの表示
Amazon CloudWatch Internet Monitor ダッシュボードを使用してアプリケーションのパフォーマンスと可
用性を視覚化することに加えて、Internet Monitor が生成する CloudWatch ログファイルをより詳しく調
べるために使用できる CloudWatch ツールがいくつか用意されています。ログファイルには、アプリケー
ションと各 AWS リージョン へのトラフィックに関する CloudWatch メトリクスが集計され、また、総合
的なトラフィックへの影響、可用性、往復時間などのデータも記載されます。ここで使用できるツールと
しては、CloudWatch Logs Insights、CloudWatch Metrics、CloudWatch Contributor Insights などがありま
す。

このセクションでは、Internet Monitor のために CloudWatch ログファイルで生成および発行されるデータ
を調べるために、これらのツールを使用する例をいくつか紹介します。

トピック
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• Amazon CloudWatch Internet Monitorでの CloudWatch Logs Insights の使用 (p. 270)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor での Contributor Insights の使用 (p. 271)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor での CloudWatch Metrics の使用 (p. 273)
• Amazon Athena を使用して、Amazon S3 ログファイルのインターネット測定値をクエリす

る (p. 275)

Amazon CloudWatch Internet Monitorでの CloudWatch Logs 
Insights の使用
Amazon CloudWatch Internet Monitor は、可用性と往復時間についての詳細な測定値を、CloudWatch 
Logs に対しパブリッシュします。CloudWatch Logs Insights クエリを使用して、特定の都市または地域 
(クライアントロケーション)、クライアント ASN (ISP)、および AWS のソースロケーションに関するログ
のサブセットをフィルタリングできます。

このセクションの例は、CloudWatch Logs Insights クエリを作成して、独自のアプリケーショントラ
フィックの測定値やメトリクスについて詳細を知るのに役立ちます。CloudWatch Logs Insights でこれら
の例を使用する場合は、monitorName を独自のモニタ名に置き換えます。

トラフィック最適化の提案を表示する

Internet Monitor の [トラフィックインサイト] タブでは、ロケーション別にフィルタリングされたトラ
フィック最適化の提案を表示できます。そのタブ内に存在する [トラフィック最適化の提案] セクショ
ンに表示されている情報と同じ情報を、ロケーションの詳細度フィルターなしで表示するには、次の 
CloudWatch Logs Insights クエリを使用できます。

1. AWS Management Console の中で、CloudWatch Logs Insights に移動します。
2. [Log Group] (ロググループ) で、/aws/internet-monitor/monitorName/byCity および /aws/

internet-monitor/monitorName/byCountry を選択した後に、時間範囲を指定します。
3. 以下のクエリを追加した後に、それらを実行します。

fields @timestamp,  
clientLocation.city as @city, clientLocation.subdivision as @subdivision, 
 clientLocation.country as @country,
`trafficInsights.timeToFirstByte.currentExperience.serviceName` as @serviceNameField,
concat(@serviceNameField, ` (`, `serviceLocation`, `)`) as @currentExperienceField,
concat(`trafficInsights.timeToFirstByte.ec2.serviceName`, ` (`, 
 `trafficInsights.timeToFirstByte.ec2.serviceLocation`, `)`) as @ec2Field,
`trafficInsights.timeToFirstByte.cloudfront.serviceName` as @cloudfrontField,
concat(`clientLocation.networkName`, ` (AS`, `clientLocation.asn`, `)`) as @networkName
| filter ispresent(`trafficInsights.timeToFirstByte.currentExperience.value`)
| stats avg(`trafficInsights.timeToFirstByte.currentExperience.value`) as @averageTTFB,
avg(`trafficInsights.timeToFirstByte.ec2.value`) as @ec2TTFB,
avg(`trafficInsights.timeToFirstByte.cloudfront.value`) as @cloudfrontTTFB,
sum(`bytesIn` + `bytesOut`) as @totalBytes,
latest(@ec2Field) as @ec2,
latest(@currentExperienceField) as @currentExperience,
latest(@cloudfrontField) as @cloudfront,
count(*) by @networkName, @city, @subdivision, @country
| display @city, @subdivision, @country, @networkName, @totalBytes, @currentExperience, 
 @averageTTFB, @ec2, @ec2TTFB, @cloudfront, @cloudfrontTTFB
| sort @totalBytes desc

インターネットの可用性と RTT (p50、p90、p95) を表示する

トラフィックでのインターネットの可用性と往復時間 (p50、p90、p95) を表示するには、以下の 
CloudWatch Logs Insights クエリを使用できます。
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エンドユーザーの地域: 米国イリノイ州シカゴ

エンドユーザーネットワーク (ASN):  AS7018

AWS のサービスの拠点: 米国東部 (バージニア北部) リージョン

ログを表示するには、次の操作を行います。

1. AWS Management Console の中で、CloudWatch Logs Insights に移動します。
2. [Log Group] (ロググループ) で、/aws/internet-monitor/monitorName/byCity および /aws/

internet-monitor/monitorName/byCountry を選択した後に、時間範囲を指定します。
3. 以下のクエリを追加した後に、それらを実行します。

このクエリは、選択した期間において、イリノイ州シカゴの AS7018 から米国東部 (バージニア北部) リー
ジョンに接続していたユーザーの、すべてのパフォーマンスデータを返します。

fields @timestamp,  
internetHealth.availability.experienceScore as availabilityExperienceScore,  
internetHealth.availability.percentageOfTotalTrafficImpacted as 
 percentageOfTotalTrafficImpacted,
internetHealth.performance.experienceScore as performanceExperienceScore,
internetHealth.performance.roundTripTime.p50 as roundTripTimep50,  
internetHealth.performance.roundTripTime.p90 as roundTripTimep90,  
internetHealth.performance.roundTripTime.p95 as roundTripTimep95 
 | filter clientLocation.country == `United States`  
 and clientLocation.city == `Chicago`  
 and serviceLocation == `us-east-1`  
 and clientLocation.asn == 7018

詳細については、「CloudWatch Logs Insights を使用したログデータの分析」を参照してください。

Amazon CloudWatch Internet Monitor での Contributor Insights の
使用
CloudWatch Contributor Insights は、アプリケーションで上位のクライアントロケーションとネットワー
ク (ASN またはインターネットサービスプロバイダー) を特定するのに役立ちます。Amazon CloudWatch 
Internet Monitor で役立つルールの使用開始には、以下の Contributor Insights ルール例を使用できます。詳
細については、「Contributor Insights ルールの作成 (p. 661)」を参照してください。

Note

Internet Monitor は 5 分ごとにデータを公開するので、Contributor Insights ルールを設定した後
は、グラフが表示される間隔を 5 分に調整する必要があります。

可用性の影響を受ける上位のロケーションと ASN を表示する

可用性の低下によって影響を受けた上位のクライアントロケーションと ASN を表示するには、構文エディ
タで次の Contributor Insights ルールを使用します。monitor-name は、実際のモニターの名前に置き換
えます。

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "AggregateOn": "Sum", 
    "Contribution": { 
        "Filters": [ 
            { 
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                "Match": "$.clientLocation.city", 
                "IsPresent": true 
            } 
        ], 
        "Keys": [ 
            "$.clientLocation.city", 
            "$.clientLocation.networkName" 
        ], 
        "ValueOf": "$.awsInternetHealth.availability.percentageOfTotalTrafficImpacted" 
    }, 
    "LogFormat": "JSON", 
    "LogGroupNames": [ 
        "/aws/internet-monitor/monitor-name/byCity" 
    ]
}

レイテンシーの影響を受ける上位のクライアントロケーションと ASN を表示する

往復時間 (レイテンシー) の増加によって影響を受けた上位のクライアントロケーションと ASN を表示す
るには、構文エディタで次の Contributor Insights ルールを使用します。monitor-name は、実際のモニ
ターの名前に置き換えます。

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "AggregateOn": "Sum", 
    "Contribution": { 
        "Filters": [            { 
                "Match": "$.clientLocation.city", 
                "IsPresent": true 
            } 
        ], 
        "Keys": [ 
            "$.clientLocation.city", 
            "$.clientLocation.networkName" 
        ], 
        "ValueOf": "$.awsInternetHealth.performance.percentageOfTotalTrafficImpacted" 
    }, 
    "LogFormat": "JSON", 
    "LogGroupNames": [ 
        "/aws/internet-monitor/monitor-name/byCity" 
    ]
}

トラフィックの合計パーセンテージによって影響を受けた上位のクライアントロケーションと ASN を表示
する

トラフィックの合計パーセンテージによって影響を受けた上位のクライアントロケーションと ASN を表示
するには、構文エディタで次の Contributor Insights ルールを使用します。monitor-name は、実際のモ
ニターの名前に置き換えます。

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "AggregateOn": "Sum", 
    "Contribution": { 
        "Filters": [ 
            { 
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                "Match": "$.clientLocation.city", 
                "IsPresent": true 
            } 
        ], 
        "Keys": [ 
            "$.clientLocation.city", 
            "$.clientLocation.networkName" 
        ], 
        "ValueOf": "$.percentageOfTotalTraffic" 
    }, 
    "LogFormat": "JSON", 
    "LogGroupNames": [ 
        "/aws/internet-monitor/monitor-name/byCity" 
    ]
}

Amazon CloudWatch Internet Monitor での CloudWatch Metrics 
の使用
Amazon CloudWatch Internet Monitor は、可用性、往復時間、スループット (1 秒あたりのバイト数) に関
するメトリクスをアカウントにパブリッシュします。これらのメトリクスは、CloudWatch コンソールの 
CloudWatch メトリクスで表示できます。モニタですべてのメトリクスを検索するには、CloudWatch メト
リクスダッシュボードでカスタム名前空間 AWS/InternetMonitor を使用します。

メトリクスは、モニタ内の VPC、CloudFront ディストリビューション、WorkSpaces ディレクトリへのイ
ンターネットトラフィックすべて、およびモニタリング対象の各 AWS リージョン とインターネットエッ
ジロケーションのトラフィックすべてにわたって集計されます。各リージョンはサービスロケーションに
よって定義され、すべてのロケーションを指定することとも、特定のリージョン (us-east-1 など) にす
ることもできます。

注意: 都市ネットワークとはクライアントロケーションと ASN、通常はインターネットサービスプロバイ
ダー (ISP) のことです。

Internet Monitor は以下のメトリクスを提供しています。

メトリクス 説明

PerformanceScore パフォーマンススコアは、パフォーマンスの低下
とは認識されないトラフィックの割合の推定値を
表します。

AvailabilityScore 可用性スコアは、トラフィックにおいて可用性の
低下だと判定されない割合の推定値を表します。

BytesIn アプリケーションの都市ネットワークすべてにお
けるアプリケーションインターネットトラフィッ
クの受信バイト数を表します。

BytesOut アプリケーションの都市ネットワークすべてにお
けるアプリケーションインターネットトラフィッ
クの送信バイト数を表します。

BytesInMonitored モニタリング対象の都市ネットワークにおけるア
プリケーションインターネットトラフィックの受
信バイト数を表します。

BytesOutMonitored モニタリング対象の都市ネットワークにおけるア
プリケーションインターネットトラフィックの送
信バイト数を表します。
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メトリクス 説明

Round-trip time (RTT) AWS リージョン、ASN (通常はイン
ターネットサービスプロバイダー (ISP)) 
や、VPC、CloudFront ディストリビューショ
ン、WorkSpaces ディレクトリに固有の (都市など
の) ロケーションの間における往復時間を表しま
す。

CityNetworksMonitored アプリケーションのインターネットトラフィック
について、Internet Monitor のモニタリング対象都
市ネットワークの数を表します。これは、そのモ
ニタに関する都市ネットワークの最大数として設
定した上限を超えることはありません。

TrafficMonitoredPercent モニタのアプリケーションにおけるインターネッ
トトラフィックの合計のうち、Internet Monitor が
モニタリングしている都市ネットワークに代表さ
れる (含まれる) パーセンテージを表します。その
モニタに設定した都市ネットワークの最大数を超
える都市ネットワーク数でクライアントがアプリ
ケーションにアクセスする場合、この数は 100 未
満 (つまり 100% 未満) になります。

CityNetworksFor100PercentTraffic Internet Monitor でアプリケーションのインター
ネットトラフィックを 100% モニタリングしたい
場合に、設定すべき都市ネットワークの最大数を
表します。

CityNetworksFor99PercentTraffic Internet Monitor でアプリケーションのインター
ネットトラフィックを 99% モニタリングしたい場
合に、設定すべき都市ネットワークの最大数を表
します。

CityNetworksFor95PercentTraffic Internet Monitor でアプリケーションのインター
ネットトラフィックを 95% モニタリングしたい場
合に、設定すべき都市ネットワークの最大数を表
します。

CityNetworksFor90PercentTraffic Internet Monitor でアプリケーションのインター
ネットトラフィックを 90% モニタリングしたい場
合に、設定すべき都市ネットワークの最大数を表
します。

CityNetworksFor75PercentTraffic Internet Monitor でアプリケーションのインター
ネットトラフィックを 75% モニタリングしたい場
合に、設定すべき都市ネットワークの最大数を表
します。

CityNetworksFor50PercentTraffic Internet Monitor でアプリケーションのインター
ネットトラフィックを 50% モニタリングしたい場
合に、設定すべき都市ネットワークの最大数を表
します。

CityNetworksFor25PercentTraffic Internet Monitor でアプリケーションのインター
ネットトラフィックを 25% モニタリングしたい場
合に、設定すべき都市ネットワークの最大数を表
します。
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Note

これらのメトリクスは、モニタの都市ネットワークの最大値として選択する値を決定するの
に役立ちます。そのいくつかを使用する例については、「都市ネットワークの最大値を選択す
る (p. 254)」を参照してください。

詳細については、「Amazon CloudWatch メトリクスを使用する (p. 77)」を参照してください。

Amazon Athena を使用して、Amazon S3 ログファイルのイン
ターネット測定値をクエリする
Amazon Athena を使用すると、Amazon CloudWatch Internet Monitor が Amazon S3 バケットにパブリッ
シュするインターネット測定値をクエリして表示できます。Internet Monitor では、アプリケーションのイ
ンターネット測定値を、モニタリング対象の都市ネットワークのインターネット向けトラフィック用 S3 
バケットにパブリッシュすることを選択できます (都市ネットワークとは、クライアントロケーションと 
ASN、通常はインターネットサービスプロバイダー (ISP) のことです)。S3 に測定値をパブリッシュする
ことを選択するかどうかにかかわらず、Internet Monitor は、各モニタの (トラフィック量で) 上位 500 の
都市ネットワークのインターネット測定値を、5 分ごとに CloudWatch Logs に自動的にパブリッシュしま
す。

この章では、S3 ログファイルにあるインターネット測定値のテーブルを Athena に作成する手順を説明し
ます。また、測定値をさまざまなビューで表示するクエリの例 (p. 276)を紹介します。例えば、レイテン
シーによる影響度の上位 10 の都市ネットワークをクエリできます。

Amazon Athena を使用して、Internet Monitor でインターネット測定値用のテー
ブルを作成する

Internet Monitor S3 ログファイルで Athena を使い始めるには、まずインターネット測定値用のテーブルを
作成します。

以下の手順に従い、S3 ログファイルに基づいて Athena にテーブルを作成します。次に、これらのイン
ターネット測定クエリの例 (p. 276)など、テーブルで Athena クエリを実行して、測定値に関する情報を
取得できます。

Athena テーブルを作成する

1. https://console.aws.amazon.com/athena/ から Athena コンソールを開きます。
2. Athena クエリエディタでクエリステートメントを入力して、Internet Monitor のインターネット測定

値を含むテーブルを生成します。LOCATION パラメータの値を、Internet Monitor のインターネット
測定値が保存されている S3 バケットの場所に置き換えます。

CREATE EXTERNAL TABLE internet_measurements ( 
    version INT, 
    timestamp INT, 
    clientlocation STRING, 
    servicelocation STRING, 
    percentageoftotaltraffic DOUBLE, 
    bytesin INT, 
    bytesout INT, 
    clientconnectioncount INT, 
    internethealth STRING, 
    trafficinsights STRING
)
PARTITIONED BY (year STRING, month STRING, day STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
LOCATION
's3://bucket_name/bucket_prefix/AWSLogs/account_id/internetmonitor/AWS_Region/'
TBLPROPERTIES ('skip.header.line.count' = '1');
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3. ステートメントを入力して、データを読み取るためのパーティションを作成します。例えば、以下の
サンプルクエリは、1 つの指定日と 1 つのロケーション用に単一のパーティションを作成します。

ALTER TABLE internet_measurements
ADD PARTITION (year = 'YYYY', month = 'MM', day = 'dd')
LOCATION
's3://bucket_name/bucket_prefix/AWSLogs/account_id/internetmonitor/AWS_Region/YYYY/MM/
DD';

4. [Run] (実行) を選択します。

インターネット測定値用の Athena ステートメントの例

以下は、テーブルを生成するステートメントの例です。

CREATE EXTERNAL TABLE internet_measurements ( 
    version INT, 
    timestamp INT, 
    clientlocation STRING, 
    servicelocation STRING, 
    percentageoftotaltraffic DOUBLE, 
    bytesin INT, 
    bytesout INT, 
    clientconnectioncount INT, 
    internethealth STRING, 
    trafficinsights STRING
)
PARTITIONED BY (year STRING, month STRING, day STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe'
LOCATION 's3://internet-measurements/TestMonitor/AWSLogs/1111222233332/internetmonitor/us-
east-2/'
TBLPROPERTIES ('skip.header.line.count' = '1');

以下は、データを読み取るためのパーティションを作成するステートメントの例です。

ALTER TABLE internet_measurements
ADD PARTITION (year = '2023', month = '04', day = '07')
LOCATION 's3://internet-measurements/TestMonitor/AWSLogs/1111222233332/internetmonitor/us-
east-2/2023/04/07/'

Internet Monitor のインターネット測定値に使用する Amazon Athena クエリのサ
ンプル
このセクションには、Amazon Athena で使用できるクエリの例があります。これを使用すると、Amazon 
S3 にパブリッシュされたアプリケーションのインターネット測定値に関する情報を取得できます。

影響を受けた上位 10 のクライアントロケーションと ASN (トラフィックの合計パーセンテージ順) をクエ
リする

この Athena クエリを実行すると、影響を受けた上位 10 の都市ネットワーク (トラフィックの合計パーセ
ンテージ順) が返されます。都市ネットワークとは、クライアントロケーションと ASN (通常はインター
ネットサービスプロバイダー) のことです。

SELECT json_extract_scalar(clientLocation, '$.city') as city, 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.networkname') as networkName, 
    sum(percentageoftotaltraffic) as percentageoftotaltraffic
FROM internet_measurements
GROUP BY json_extract_scalar(clientLocation, '$.city'), 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.networkname')
ORDER BY percentageoftotaltraffic desc
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limit 10

影響を受けた上位 10 のクライアントロケーションと ASN (可用性順) をクエリする

この Athena クエリを実行すると、影響を受けた上位 10 の都市ネットワーク (可用性順) が返されます。都
市ネットワークとは、クライアントロケーションと ASN (通常はインターネットサービスプロバイダー) の
ことです。

SELECT json_extract_scalar(clientLocation, '$.city') as city, 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.networkname') as networkName, 
    sum( 
        cast( 
            json_extract_scalar( 
                internetHealth, 
                '$.availability.percentageoftotaltrafficimpacted' 
            ) 
        as double )  
    ) as percentageOfTotalTrafficImpacted
FROM internet_measurements
GROUP BY json_extract_scalar(clientLocation, '$.city'), 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.networkname')
ORDER BY percentageOfTotalTrafficImpacted desc
limit 10

影響を受けた上位 10 のクライアントロケーションと ASN (レイテンシー順) をクエリする

この Athena クエリを実行すると、影響を受けた上位 10 の都市ネットワーク (レイテンシーの影響度順) が
返されます。都市ネットワークとは、クライアントロケーションと ASN (通常はインターネットサービス
プロバイダー) のことです。

SELECT json_extract_scalar(clientLocation, '$.city') as city, 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.networkname') as networkName, 
    sum( 
        cast( 
            json_extract_scalar( 
                internetHealth, 
                '$.performance.percentageoftotaltrafficimpacted' 
            ) 
        as double )  
    ) as percentageOfTotalTrafficImpacted
FROM internet_measurements
GROUP BY json_extract_scalar(clientLocation, '$.city'), 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.networkname')
ORDER BY percentageOfTotalTrafficImpacted desc
limit 10

クライアントロケーションと ASN のトラフィックのハイライトをクエリする

この Athena クエリを実行すると、都市ネットワークの可用性スコア、パフォーマンススコア、最初のバ
イトまでの時間などを含むトラフィックのハイライトが返されます。都市ネットワークとは、クライアン
トロケーションと ASN (通常はインターネットサービスプロバイダー) のことです。

SELECT json_extract_scalar(clientLocation, '$.city') as city, 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.subdivision') as subdivision, 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.country') as country, 
    avg(cast(json_extract_scalar(internetHealth, '$.availability.experiencescore') as 
 double)) as availabilityScore, 
    avg(cast(json_extract_scalar(internetHealth, '$.performance.experiencescore') as 
 double)) performanceScore, 
    avg(cast(json_extract_scalar(trafficinsights, 
 '$.timetofirstbyte.currentexperience.value') as double)) as averageTTFB, 
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    sum(bytesIn) as bytesIn, 
    sum(bytesOut) as bytesOut, 
    sum(bytesIn + bytesOut) as totalBytes
FROM internet_measurements
where json_extract_scalar(clientLocation, '$.city') != 'N/A'
GROUP BY  
json_extract_scalar(clientLocation, '$.city'), 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.subdivision'), 
    json_extract_scalar(clientLocation, '$.country')
ORDER BY totalBytes desc
limit 100

Athena の詳しい使用方法については、「Amazon Athena ユーザーガイド」を参照してください。

Amazon CloudWatch Internet Monitor でアラームを作
成する
Amazon CloudWatch アラームは、他の CloudWatch メトリクスの場合と同様に、Amazon CloudWatch 
Internet Monitor のメトリクスに基づいて作成できます。

例えば、Internet Monitor のメトリクス PerformanceScore に基づいてアラームを作成し、メトリクスが
選択した値を下回ったときに通知が送信されるように設定できます。Internet Monitor メトリクスのアラー
ムは、他の CloudWatch メトリクスと同じガイドラインに従って設定します。

以下の手順は、CloudWatch ダッシュボードのメトリクスに移動し、アラームの設定を選択し
て、PerformanceScore でアラームをセットする例を示しています。

CloudWatch メトリクスで PerformanceScore に関するアラームを設定する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. [メトリクス] を選択し、次に [すべてのメトリクス] を選択します。
3. AWS/InternetMonitor を選択して Internet Monitor をフィルタリングします。
4. [MeasurementSource, MonitorName] を選択します。
5. リストから [PerformanceScore] を選択します。
6. [GraphedMetrics] タブの [アクション] で、ベルのアイコンを選択します。

CloudWatch アラームを作成するウィザードが起動します。

詳細については、「 Amazon CloudWatch でのアラームの使用 (p. 180)」を参照してください。

Amazon EventBridge での Amazon CloudWatch 
Internet Monitor の使用
ネットワークの問題について Amazon CloudWatch Internet Monitor が作成するヘルスイベント
は、Amazon EventBridge を使用してパブリッシュされます。これにより、アプリケーションでエンド
ユーザーエクスペリエンスが損なわれた際に、通知を送信することができます。

EventBridge を使用して Internet Monitor のヘルスイベントを処理するには、ここに示すガイダンスに従い
ます。

EventBridge で Internet Monitor のルールを設定するには

1. AWS Management Console 内の EventBridge で、[Rules] (ルール) を選択した後に、名前および説明
を入力します。[Default] (デフォルト) イベントバスにルールを作成します。
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2. ステップ 2 で、イベントソースに [その他] を選択し、次に [イベントパターン] で以下のソースと一致
させます。

{ 
  "source": ["aws.internetmonitor"]
}

3. ステップ 3 で、ターゲットに [AWS のサービス] と [CloudWatch Logs グループ] を選択してから、既
存のロググループを選択するか、新しいロググループを作成します。

4. 必要なタグを追加して、ルールを作成します。これにより、選択した CloudWatch Logs グループに対
し EventBridge からイベントが入力されます。

EventBridge ルールでイベントパターンがどのように機能するかについては、「Amazon EventBridge ユー
ザーガイド」の「Amazon EventBridge のイベントパターン」を参照してください。

Amazon CloudWatch Internet Monitor でのデータ保護
とデータプライバシー
Amazon CloudWatch Internet Monitor でのデータ保護とデータプライバシーには、AWS の責任共有モ
デルが適用されます。このモデルで定義されるように、AWS は、すべての AWS クラウドを実行するグ
ローバルなインフラストラクチャの保護に責任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホ
ストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。データプライバシーの詳細につい
ては、「データプライバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細について
は、AWS セキュリティブログの記事「 The AWS Shared Responsibility Model and GDPR」を参照して
ください。GDPR 要件の遵守に関するその他のリソースについては、一般データ保護規則 (GDPR) セン
ターを参照してください。

エンドユーザーのアカウント番号、E メールアドレス、その他の個人情報などの機密性がある識別情
報は、自由形式のフィールドに格納することは避けるように強くお勧めします。Amazon CloudWatch 
Internet Monitor、または他のサービスに入力したデータは、診断ログに含まれる可能性があります。

Amazon CloudWatch Internet Monitor 用 Identity and 
Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM の管理者は、誰を認証 (サインインを許可) し、誰に Internet 
Monitor リソースの使用を承認する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで
使用できる AWS のサービス です。

Important

Internet Monitor リソースの変更 (2023 年 2 月 24 日)
2023 年 2 月 24 日より前に Internet Monitor リソースを含む IAM ポリシーを作成した場合
は、Internet Monitor のリソースとリソースタイプが次のように変更されていることに注意してく
ださい。

• HealthEvents リソースの名前が HealthEvent に変更されました。
• HealthEvent リソースの ARN と正規表現の形式が更新されました。
• Monitor リソースの ARN と正規表現の形式が更新されました。
• GetHealthEvent アクションのリソースレベルのアクセス許可は、HealthEvent リソースタイプ

でのみサポートされるようになりました。Monitor リソースではサポートされていません。
• Monitor リソースタイプの TagResource、UntagResource、ListTagsForResource が必須になる

ように更新されました。
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Internet Monitor 内の AWS リソースへのアクセスを管理するポリシーで指定できるアクション、
リソース、条件キーの詳細については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor のアクション、
リソース、および条件キー」を参照してください。

内容
• IAM と Amazon CloudWatch Internet Monitor の連携 (p. 280)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor 用の IAM 許可 (p. 284)
• Amazon CloudWatch Internet Monitor のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 286)

IAM と Amazon CloudWatch Internet Monitor の連携
IAM を使用して Internet Monitor へのアクセスを管理する前に、Internet Monitor で利用できる IAM 機能に
ついて学びましょう。

AWS のサービスが大部分の IAM 機能と連動する方法に関する同様の概要のビューを表示するテーブルを
確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。

Amazon CloudWatch Internet Monitor で利用できる IAM 機能

IAM 機能 Internet Monitor のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 280) はい

リソースベースのポリシー (p. 281) いいえ

ポリシーアクション (p. 281) はい

ポリシーリソース (p. 281) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 282) はい

ACL (p. 282) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 283) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 283) はい

プリンシパル許可 (p. 284) はい

サービスロール (p. 284) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 284) はい

Internet Monitor のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
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に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

Internet Monitor 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。

Internet Monitor のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Internet Monitor アクションのリストを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon 
CloudWatch Internet Monitor で定義されるアクション」を参照してください。

Internet Monitor のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

internetmonitor

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "internetmonitor:action1", 
      "internetmonitor:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe
という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "internetmonitor:Describe*"

Internet Monitor のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい
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「サービス認証リファレンス」では、Internet Monitor に関連する次の情報を確認できます。

• Internet Monitor リソースタイプおよびその ARN のリストを表示するには、「Amazon CloudWatch 
Internet Monitor で定義されるリソース」を参照してください。

• どのアクションで各リソースの ARN を指定できるかについては、「 Amazon CloudWatch Internet 
Monitor で定義されるアクション」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Internet Monitor のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してく
ださい。

Internet Monitor の条件キーのリストを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon 
CloudWatch Internet Monitor の条件キー」を参照してください。どのアクションやリソースで条件キーを
使用できるかについては、「Amazon CloudWatch Internet Monitor で定義されるアクション」を参照して
ください。

Internet Monitor のACL

ACL のサポート いいえ
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アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Internet Monitor での ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

Internet Monitor は、ポリシー内のタグの一部をサポートしています。リソースの 1 つであるモニタのタグ
付けをサポートしています。

Internet Monitor でタグを使用するには、AWS Command Line Interface または AWS SDK を使用しま
す。AWS Management Console では、Internet Monitor のタグ付けをサポートしていません。

ポリシーにおけるタグの使用全般の詳細については、次の情報を確認してください。

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Internet Monitor で一時的な認証情報を使用する

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。
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Internet Monitor のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、ア
クションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場
合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリシーでアクションに他の依存アクションを
追加する必要があるかどうかを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon CloudWatch 
Internet Monitor のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

Internet Monitor のサービスロール

サービスロールに対するサポート いいえ

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス 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。

Internet Monitor のサービスリンクロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。サービス
は、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクさ
れたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービス
にリンクされたロールの許可を表示できますが、編集することはできません。

Internet Monitor のサービスリンクロールの詳細については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor の
サービスにリンクされたロールの使用 (p. 286)」を参照してください。

AWS のサービスリンクロール全般の作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービ
ス」を参照してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と
記載されたサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表
示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon CloudWatch Internet Monitor 用の IAM 許可
Amazon CloudWatch Internet Monitor を使用するには、ユーザーに適切な許可が必要です。

Internet Monitor と Amazon CloudWatch のセキュリティの詳細については、「Amazon CloudWatch 用 
Identity and Access Management (p. 1166)」を参照してください。

モニタの表示に必要なアクセス許可

AWS Management Console で Amazon CloudWatch Internet Monitor のモニタを表示するには、以下のア
クセス許可が付与されたユーザーまたはロールとしてサインインする必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "internetmonitor:Get*", 
                "internetmonitor:List*", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:GetQueryResults", 
                "logs:StartQuery", 
                "logs:StopQuery", 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
                ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

モニターを作成するために必要なアクセス許可

Amazon CloudWatch Internet Monitor でモニターを作成するには、ユーザーが Internet Monitor に関連付け
られたサービスリンクロールを作成するための許可を持っている必要があります。Internet Monitor のサー
ビスリンクロールの詳細については、「Amazon CloudWatch Internet Monitor のサービスにリンクされた
ロールの使用 (p. 286)」を参照してください。

AWS Management Console で Amazon CloudWatch Internet Monitor のモニタを作成するには、以下のポ
リシーが含まれる許可を持つユーザーまたはロールとしてサインインする必要があります。

Note

制限の厳しいアイデンティティベースの許可ポリシーを作成する場合、そのポリシーを持つユー
ザーはモニターを作成できません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "internetmonitor:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
internetmonitor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForInternetMonitor", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "internetmonitor.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
internetmonitor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForInternetMonitor" 
        }, 
        { 
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            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories", 
                "cloudfront:GetDistribution" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon CloudWatch Internet Monitor のサービスにリンクされた
ロールの使用
Amazon CloudWatch Internet Monitor は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロー
ルを使用します。サービスにリンクされたロールは、Internet Monitor に直接リンクされた一意のタイプの 
IAM ロールです。サービスリンクロールは Internet Monitor によって事前に定義されており、サービスが
ユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なアクセス許可がすべて含まれています。

Internet Monitor は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義されている場
合を除き、Internet Monitor のみがそのロールを引き受けることができます。定義した許可には、信頼ポリ
シーと許可ポリシーが含まれます。この許可ポリシーを他のIAM エンティティにアタッチすることはでき
ません。

ロールを削除するには、まずそのロールの関連リソースを削除します。この制限により、リソースへのア
クセス許可を誤って削除することがなくなるため、Internet Monitor リソースは保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS サービ
ス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記された
サービスを確認してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示す
るには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Internet Monitor のサービスにリンクされたロールのアクセス許可

Internet Monitor は、AWSServiceRoleForInternetMonitor という名前のサービスリンクロールを使用しま
す。このロールにより、Internet Monitor は Amazon Virtual Private Cloud リソース、Amazon CloudFront 
ディストリビューション、Amazon WorkSpaces ディレクトリといったアカウント内のリソースにアクセ
スできます。そして、モニタを作成するときにこれらのリソースを選択できます。

AWSServiceRoleForInternetMonitor サービスにリンクされたロールは、次のサービスを信頼してロールを
引き受けます。

• internetmonitor.amazonaws.com

サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForInternetMonitor に
は、CloudWatchInternetMonitorServiceRolePolicy という IAM ポリシーがアタッチされています。このポ
リシーは、ユーザーに代わって AWS サービスにアクセスする許可を Internet Monitor に付与します。こ
のポリシーには、Internet Monitor が次のアクションを完了できるようにするアクセス許可が含まれていま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17" 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "workspaces:DescribeWorkspaceDirectories", 
                "cloudfront:GetDistribution" 

286

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Identity and Access Management

            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": "logs:CreateLogGroup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/internet-monitor/*:log-stream:*" 
        }, 
        { 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Effect": "Allow", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "AWS/InternetMonitor" 
                } 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ],
}

Internet Monitor のサービスにリンクされたロールの作成

Internet Monitor のサービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。初めてモニターを
作成すると、Internet Monitor によって AWSServiceRoleForInternetMonitor が自動的に作成されます。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの作成」を参照してください。

Internet Monitor のサービスにリンクされたロールの編集

Internet Monitor がサービスにリンクされたロールをアカウントに作成すると、多くのエンティティによっ
てロールが参照される可能性があるため、ロールの名前を変更することはできません。IAM を使用して
ロールの説明を編集することはできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクさ
れたロールの編集」を参照してください。

Internet Monitor のサービスにリンクされたロールの削除

サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニターリング
されたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリ
ンクされたロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

Internet Monitor のモニターからリソースを削除した後にモニターを削除すると、サービスにリンクされた
ロール AWSServiceRoleForInternetMonitor を削除できます。

Note

リソースを削除する際に、Internet Monitor サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗
することがあります。その場合は、数分待ってから再試行してください。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには
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IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleforInternetMonitor サービス
リンクロールを削除します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの
削除」を参照してください。

Internet Monitor のサービスリンクロールを更新する
Internet Monitor のサービスリンクロールの AWS マネージドポリシーである
AWSServiceRoleForInternetMonitor の更新については、「AWS マネージドポリシーに関する更新
表 (p. 1199)」を参照してください。このページの変更に関する自動通知を入手するには、CloudWatch ド
キュメントの履歴ページから、RSS フィードにサブスクライブしてください。

Amazon CloudWatch Internet Monitor のクォータ
Amazon CloudWatch Internet Monitor には、次のクォータがあります。

リソース デフォルトのクォータ

リージョンあたりのモニター数 50

モニターあたりのリソース数 50

Internet Monitor で解決されたヘルスイ
ベントが保持される日数

400

模擬モニターリングの使用
Amazon CloudWatch Synthetics を使用して、スケジュールに沿って実行される設定可能なスクリプトで
ある Canary を作成し、エンドポイントと API をモニターリングできます。Canary は顧客と同じルートを
たどり、同じアクションを実行します。これにより、アプリケーションに顧客トラフィックがない場合で
も、顧客エクスペリエンスを継続的に検証できます。Canary を使用すると、顧客が問題を検出する前に問
題を検出できます。

Canary は、Node.js または Python で記述されたスクリプトです。Node.js または Python をフレームワー
クとして使用する Lambda 関数をアカウント内に作成します。Canary は、HTTP プロトコルと HTTPS プ
ロトコルの両方で動作します。

Canary は、Puppeteer を介してヘッドレス Google Chrome ブラウザまたは Selenium Webdriver へ
のプログラムアクセスを提供します。Puppeteer の詳細については、「Puppeteer」を参照してくださ
い。Selenium の詳細については、www.selenium.dev/ をご参照ください。

Canary はエンドポイントの可用性とレイテンシーをチェックし、読み込み時間のデータと UI のスクリー
ンショットを保存できます。REST API、URL、ウェブサイトのコンテンツをモニターリングし、フィッシ
ング、コードインジェクション、およびクロスサイトスクリプティングによる不正な変更をチェックでき
ます。

Canary の動画デモについては、次を参照してください。

• 「Introduction to Amazon CloudWatch Synthetics」(Amazon CloudWatch Synthetics の概要)
• Amazon CloudWatch Synthetics のデモ
• 「Create Canaries Using Amazon CloudWatch Synthetics」(Amazon CloudWatch Synthetics を使用して 

Canary を作成する)
• 「Visual Monitoring with Amazon CloudWatch Synthetics」(Amazon CloudWatch Synthetics でのビジュ

アルモニターリング)
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Canary は 1 回実行するか、定期的なスケジュールで実行できます。Canary は毎分 1 回の頻度で実行する
ことができます。Canary をスケジュールする際は、cron 式とレート式のどちらも使えます。

Canary を作成および実行する前に考慮すべきセキュリティの問題については、「Synthetics Canary のセ
キュリティ上の考慮事項 (p. 1247)」を参照してください。

Canary は、デフォルトで CloudWatchSynthetics 名前空間にいくつかの CloudWatch メトリクスを作
成します。これらのメトリクスには、ディメンションとして CanaryName があります。関数ライブラリ
の executeStep() または executeHttpStep() 関数を使用する Canary にも、ディメンションとして
StepName があります。Canary 関数ライブラリの詳細については、「Canary スクリプト用のライブラリ
関数 (p. 329)」を参照してください。

CloudWatch Synthetics は CloudWatch ServiceLens と適切に統合されます。これにより、AWS X-Ray で 
CloudWatch を使用してサービスのエンドツーエンドのビューを提供し、Pinpoint パフォーマンスのボトル
ネックをより効率的に特定したり、影響を受けるユーザーをより簡単に特定したりできます。CloudWatch 
Synthetics を使用して作成した Canary は、ServiceLens サービスマップに表示されます。ServiceLens の
詳細については、「ServiceLens を使用したアプリケーションのヘルスのモニターリング (p. 230)」を参
照してください。

現在 CloudWatch Synthetics は、すべての商用 AWS リージョンならびに GovCloud リージョンでご利用
が可能です。

Note

アジアパシフィック (大阪) では、AWS PrivateLink 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) では、AWS PrivateLink と X-Ray はサポートされていません。

トピック
• CloudWatch Canary に必要なロールとアクセス許可 (p. 289)
• Canary を作成する (p. 300)
• グループ (p. 363)
• 失敗した Canary のトラブルシューティング (p. 363)
• Canary スクリプトのサンプルコード (p. 367)
• Canary と X-Ray のトレース (p. 371)
• VPC で Canary を実行する (p. 372)
• Canary アーティファクトの暗号化 (p. 373)
• Canary の統計および詳細の表示 (p. 375)
• Canary によって発行される CloudWatch メトリクス (p. 376)
• Canary を編集または削除する (p. 378)
• 複数の Canary のランタイムを開始、停止、削除、または更新する (p. 380)
• Amazon EventBridge による Canary イベントのモニターリング (p. 380)

CloudWatch Canary に必要なロールとアクセス許可
Canary を作成および管理するユーザーと、Canary 自身の両方に特定の許可が必要です。

CloudWatch Canary を管理するユーザーに必要なロールと許可
Canary の詳細と Canary の実行結果を表示するには、CloudWatchSyntheticsFullAccess または
CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess ポリシーをアタッチしたユーザーとしてサインインする必
要があります。コンソールですべての Synthetics データを読み取るには、AmazonS3ReadOnlyAccess
ポリシーと CloudWatchReadOnlyAccess ポリシーも必要です。Canary で使用しているソースコードを
表示するには、AWSLambda_ReadOnlyAccess ポリシーも必要です。
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Canary を作成するには、CloudWatchSyntheticsFullAccess ポリシーまたは同様のアクセス許可
セットを持つユーザーとしてサインインする必要があります。Canary の IAM ロールを作成するには、次
のインラインポリシーステートメントも必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*", 
                "arn:aws:iam::*:policy/service-role/CloudWatchSyntheticsPolicy*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Important

ユーザーに、iam:CreateRole、iam:CreatePolicy、および iam:AttachRolePolicy アク
セス許可を付与すると、そのユーザーには、AWS アカウントへの完全な管理アクセス許可が与え
られます。例えば、これらのアクセス許可を持つユーザーは、すべてのリソースに対する完全な
アクセス許可を持つポリシーを作成し、そのポリシーを任意のロールにアタッチできます。これ
らのアクセス許可を付与するユーザーには十分注意してください。

ポリシーのアタッチとユーザーへのアクセス許可の付与については、「IAM ユーザーのアクセス許可の変
更」および「ユーザーまたはロールのインラインポリシーを埋め込むには」を参照してください。

Canary に必要なロールとアクセス許可
各 Canary は、特定の許可がアタッチされた IAM ロールに関連付ける必要があります。CloudWatch コン
ソールを使用して Canary を作成する場合、CloudWatch Synthetics で Canary の IAM ロールを作成するこ
とを選択できます。これを実行すると、ロールに必要な許可が付与されます。

自ら IAM ロールを作成する場合、または AWS CLI もしくは API を使用して Canary を作成するときに使
用できる IAM ロールを作成する場合、そのロールにはこのセクションにリストされている許可が含まれて
いる必要があります。

Canary のすべての IAM ロールには、次の信頼ポリシーステートメントを含める必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "lambda.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

さらに、Canary の IAM ロールには、次のいずれかのステートメントが必要です。
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AWS KMS を使用せず、Amazon VPC アクセスを必要としない基本的な Canary

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::path/to/your/s3/bucket/canary/results/folder"         
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::name/of/the/s3/bucket/that/contains/canary/results"         
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:canary_region_name:canary_account_id:log-group:/aws/lambda/
cwsyn-canary_name-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "xray:PutTraceSegments" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                "cloudwatch:namespace": "CloudWatchSynthetics" 
               } 
            } 
        } 
    ]
}

Canary アーティファクトの暗号化に AWS KMS を使用するが、Amazon VPC アクセスを必要としない 
Canary

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::path/to/your/S3/bucket/canary/results/folder" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::name/of/the/S3/bucket/that/contains/canary/results" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:canary_region_name:canary_account_id:log-group:/aws/lambda/
cwsyn-canary_name-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "xray:PutTraceSegments" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "CloudWatchSynthetics" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": 
 "arn:aws:kms:KMS_key_region_name:KMS_key_account_id:key/KMS_key_id", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                        "S3.region_name_of_the_canary_results_S3_bucket.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
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        } 
    ]
}

AWS KMS を使用しないが Amazon VPC アクセスを必要とする Canary

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::path/to/your/S3/bucket/canary/results/folder" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::name/of/the/S3/bucket/that/contains/canary/results" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:canary_region_name:canary_account_id:log-group:/aws/lambda/
cwsyn-canary_name-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "xray:PutTraceSegments" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "CloudWatchSynthetics" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface" 
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            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
       } 
    ]
}

Canary アーティファクトの暗号化に AWS KMS を使用し、Amazon VPC アクセスも必要とする Canary

VPC 以外の Canary を更新して VPC の使用を開始する場合は、次のポリシーにリストされているネット
ワークインターフェイス許可を含めるように Canary のロールを更新する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::path/to/your/S3/bucket/canary/results/folder" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::name/of/the/S3/bucket/that/contains/canary/results" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:canary_region_name:canary_account_id:log-group:/aws/lambda/
cwsyn-canary_name-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "xray:PutTraceSegments" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "CloudWatchSynthetics" 
                } 
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            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
       }, 
       { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": 
 "arn:aws:kms:KMS_key_region_name:KMS_key_account_id:key/KMS_key_id", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                        "S3.region_name_of_the_canary_results_S3_bucket.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSCloudWatch Synthetics の マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースを対象範囲に含めており、AWS アカウ
ントで利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS マネー
ジドポリシー」AWS マネージドポリシーを参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスによって、AWS 管理ポリシーのアクセス権限が変更されるこ
とがあります。このタイプの更新は、ポリシーがアタッチされているすべての ID (ユーザー、グループ、
ロール) に影響します。

AWS マネージドポリシーへの CloudWatch Synthetics の更新

このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、CloudWatch Synthetics の AWS マネージドポリ
シーの更新に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知を入手するには、CloudWatch 
ドキュメントの履歴ページから、RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

CloudWatchSyntheticsFullAccess
から削除された冗長アクション

s3:PutBucketEncryption
および
lambda:GetLayerVersionByArn
アクションがポリシー内の他
のアクセス権限と冗長である

2021 年 3 月 12 日
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変更 説明 日付
ため、CloudWatch Synthetics 
は、CloudWatchSyntheticsFullAccess
ポリシーからこれらのアクショ
ンを削除しました。削除された
アクションはアクセス権限を提
供しなかったため、ポリシーに
よって付与されたアクセス権限
に差分変更はありません。

CloudWatch Synthetics の変更の
追跡を開始しました

CloudWatch Synthetics は、AWS 
マネージドポリシーの変更の追
跡を開始しました。

2021 年 3 月 10 日

CloudWatchSyntheticsFullAccess

CloudWatchSyntheticsFullAccess ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "synthetics:*" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:CreateBucket", 
            "s3:PutEncryptionConfiguration" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:s3:::cw-syn-results-*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "iam:ListRoles", 
            "s3:ListAllMyBuckets", 
            "s3:GetBucketLocation", 
            "xray:GetTraceSummaries", 
            "xray:BatchGetTraces", 
            "apigateway:GET" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetObject", 
            "s3:ListBucket" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::cw-syn-*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
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            "s3:GetObjectVersion" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::aws-synthetics-library-*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "iam:PassRole" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*" 
         ], 
         "Condition":{ 
            "StringEquals":{ 
               "iam:PassedToService":[ 
                  "lambda.amazonaws.com", 
                  "synthetics.amazonaws.com" 
               ] 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "iam:GetRole" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "cloudwatch:GetMetricData", 
            "cloudwatch:GetMetricStatistics" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
            "cloudwatch:DeleteAlarms" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Synthetics-*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "cloudwatch:DescribeAlarms" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "lambda:CreateFunction", 
            "lambda:AddPermission", 
            "lambda:PublishVersion", 
            "lambda:UpdateFunctionConfiguration", 
            "lambda:GetFunctionConfiguration" 
         ], 
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         "Resource":[ 
            "arn:aws:lambda:*:*:function:cwsyn-*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "lambda:GetLayerVersion", 
            "lambda:PublishLayerVersion" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:lambda:*:*:layer:cwsyn-*", 
            "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics:*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:DescribeVpcs", 
            "ec2:DescribeSubnets", 
            "ec2:DescribeSecurityGroups" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "sns:ListTopics" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "sns:CreateTopic", 
            "sns:Subscribe", 
            "sns:ListSubscriptionsByTopic" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:*:sns:*:*:Synthetics-*" 
         ] 
      } 
   ]
}

CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess

CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "synthetics:Describe*", 
                "synthetics:Get*", 
                "synthetics:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
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    ]
}

特定の canary を表示するようにユーザーを限定する
canary に関する情報を表示するユーザーの機能を制限して、指定した canary に関する情報のみを表示で
きるようにします。これを行うには、次のような Condition ステートメントで IAM ポリシーを使用し、
このポリシーをユーザーまたは IAM ロールにアタッチします。

次の例では、ユーザーが name-of-allowed-canary-1 と name-of-allowed-canary-2 の情報のみ
を表示するように制限します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "synthetics:DescribeCanaries", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "synthetics:Names": [ 
                        "name-of-allowed-canary-1", 
                        "name-of-allowed-canary-2" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

CloudWatch Synthetics では、synthetics:Names 配列に最大 5 つの項目をリストできます。

次の例に示すように、許可される canary 名で * をワイルドカードとして使用するポリシーを作成すること
もできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "synthetics:DescribeCanaries", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringLike": { 
                    "synthetics:Names": [ 
                        "my-team-canary-*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

これらのポリシーのいずれかをアタッチしてサインインしたユーザーは、CloudWatch コンソールを使用
して canary 情報を表示することはできません。これらのユーザーは、ポリシーで承認された canary に関
する canary 情報のみを DescribeCanaries API または describe-canaries AWS CLI コマンドを使用して表
示できます。
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Canary を作成する
Important

Synthetics Canary を使用して、所有権またはアクセス許可を持つエンドポイントと API のみを監
視します。Canary の実行回数の設定によっては、これらのエンドポイントでのトラフィックが増
える場合があります。

CloudWatch コンソールを使用して Canary を作成する場合、CloudWatch が提供するブループリントを使
用して Canary を作成することも、独自のスクリプトを作成することもできます。詳細については、「」
を参照してくださいCanary 設計図の使用 (p. 302)

Canary に独自のスクリプトを使用している場合は、AWS CloudFormation を使用して Canary を作成する
こともできます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの AWS::Synthetics::Canary を
参照してください。

独自のスクリプトを作成する場合は、CloudWatch Synthetics によってライブラリに組み込み済みの複
数の関数を使用できます。詳細については、「」を参照してくださいSynthetics のランタイムバージョ
ン (p. 308)

Canary を作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Synthetics 

Canaries] (canary の合成) の順にクリックします。

3. [Create Canary (Canary を作成)] を選択します。
4. 次のいずれかを選択します。

• Canary を設計図スクリプトに基づいて作成するには、[Use a blueprint] を選択し、作成する 
Canary のタイプを選択します。設計図のタイプ別の詳細な動作については、「Canary 設計図の使
用 (p. 302)」を参照してください。

• 独自の Node.js スクリプトをアップロードしてカスタムの Canary を作成するには、[Upload a 
script] を選択します。

次に、スクリプトを [Script] 領域にドラッグするか、[Browse files] を選択してファイルシステム内
のスクリプトに移動できます。

• S3 バケットからスクリプトをインポートするには、[Import from S3] を選択します。[Source 
location] で、Canary への完全なパスを入力するか、[Browse S3] を選択します。

使用する S3 バケットの s3:GetObject および s3:GetObjectVersion アクセス許可が必要で
す。バケットは、Canary を作成するのと同じ AWS リージョンに存在する必要があります。

5. [名前] に、Canary の名前を入力します。この名前は多くのページで使用されるため、他の Canary と
区別できるわかりやすい名前を付けてください。

6. [Application or endpoint URL] に、Canary でテストする URL を入力します。この URL には、プロト
コル (https:// など) を含める必要があります。

VPC のエンドポイントを Canary でテストする場合は、この手順の後半で VPC に関する情報も入力
する必要があります。

7. Canary 用に独自のスクリプトを使用している場合は、[Lambda handler] に Canary を開始するエン
トリポイントを入力します。syn-nodejs-puppeteer-3.4 または syn-python-selenium-1.1
より前のランタイムを使用する場合、入力する文字列の末尾は .handler である必要がありま
す。syn-nodejs-puppeteer-3.4 または syn-python-selenium-1.1 以降のランタイムを使用
する場合、この制限は適用されません。

8. スクリプトで環境変数を使用している場合は、[Environment variables] (環境変数) を選択し、スクリ
プトで定義されている各環境変数の値を指定します。詳細については、「」を参照してください環境
変数 (p. 324)
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9. [スケジュール] で、この Canary を 1 回だけ実行するか、レート式を使用して連続して実行する
か、cron 式を使用してスケジュールするかを選択します。

• CloudWatch コンソールを使用して継続的に動作する Canary を作成する場合、1 分から 1 時間に 1 
回までの任意の間でレートを選択できます。

• Canary スケジューリング用の cron 式の記述の詳細については、「cron を使用して Canary 実行を
スケジュールする (p. 361)」を参照してください。

10. (オプション) canary のタイムアウト値を設定するには、[追加設定] を選択してタイムアウト値を指定
します。Lambda コールドスタートと canary インストルメンテーションの起動にかかる時間を許容す
るには、15 秒以上にします。

11. [Data retention (データ保持)] で、失敗した Canary の実行と成功した Canary の実行の両方に関する情
報を保持する期間を指定します。指定できる範囲は 1～455 日です。

この設定は、CloudWatch Synthetics がコンソールに保存および表示するデータにのみ影響しま
す。Amazon S3 バケットに保存されているデータ、canary によって公開されるログやメトリックス
には影響しません。

12. [Data Storage] で、Canary の実行データを保存する先の S3 バケットを選択します。バケット名にピ
リオド (.) を含めることはできません。これを空白のままにすると、デフォルトの S3 バケットが使用
または作成されます。

syn-nodejs-puppeteer-3.0 以降のランタイムを使用している場合、テキストボックスにバケッ
トの URL を入力するときに、現在のリージョンまたは別のリージョンにバケットを指定できます。以
前のランタイムバージョンを使用している場合、バケットは現在のリージョンに存在する必要があり
ます。

13. (オプション) Canary のデフォルトでは、そのアーティファクトが Amazon S3 に保存され、そのアー
ティファクトに対しては AWS 管理のAWS KMS キーにより保存時の暗号化が行われます。[Data 
Storage] (データストレージ) セクションの　[Additional configuration] (その他の設定) をクリックする
ことで、別の暗号化オプションを使用することも可能です。その後、暗号化に使用するキーのタイプ
を選択します。詳細については、「Canary アーティファクトの暗号化 (p. 373)」を参照してくださ
い。

14. [Access permissions] で、Canary を実行するための IAM ロールを作成するか、既存のロールを使用す
るかを選択します。

CloudWatch Synthetics がロールを作成している場合、必要な許可がすべて自動的に含まれます。自ら
ロールを作成する場合は、必要な許可に関する情報について、「Canary に必要なロールとアクセス許
可 (p. 290)」を参照してください。

Canary の作成時に CloudWatch コンソールを使用して Canary 用のロールを作成する場合、他の 
Canary 用のロールは再利用できません。これらのロールは Canary 別に固有です。複数の Canary 用
のロールを手動で作成済みである場合は、その既存のロールを使用できます。

既存のロールを使用するには、そのロールを Synthetics および Lambda に渡すための
iam:PassRole アクセス許可が必要です。また、iam:GetRole アクセス許可も必要です。

15. (オプション) [Alarms] で、この Canary 用にデフォルトの CloudWatch アラームを作成するかどうか
を選択します。アラームの作成を選択すると、Synthetics-Alarm-canaryName-index  の名前
規則で作成されます。

index は、この Canary 用に作成された異なる各アラームを表す数値です。最初のアラームのイン
デックスは 1、2 番目のアラームのインデックスは 2 です。

16. (オプション) この Canary で VPC のエンドポイントをテストするには、[VPC settings] を選択し、次
の操作を行います。

a. エンドポイントをホストする VPC を選択します。
b. VPC 上の 1 つ以上のサブネットを選択します。実行中に IP アドレスを Lambda インスタンスに

割り当てることができない場合は、Lambda インスタンスをパブリックサブネットで実行するよ
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うに設定できないため、プライベートサブネットを選択する必要があります。詳細については、
「VPC 内のリソースにアクセスできるように Lambda 関数を設定する」を参照してください。

c. VPC 上で 1 つ以上のセキュリティグループを選択します。

エンドポイントが VPC 上にある場合は、Canary から CloudWatch と Amazon S3 に情報を送信でき
るようにする必要があります。詳細については、「」を参照してくださいVPC で Canary を実行す
る (p. 372)

17. (オプション) [Tags] で、この Canary のタグとする 1 つ以上のキーと値のペアを追加します。タグを
使用すると、AWS リソースを識別して整理したり、AWS コストを追跡したりしやすくなります。詳
細については、「」を参照してくださいAmazon CloudWatch リソースにタグを付ける (p. 1258)

18. (オプション) [Active tracing (アクティブトレース)] で、この Canary にアクティブな X-Ray トレー
スを有効にするかどうかを選択します。このオプションは、Canary がランタイムバージョン syn-
nodejs-2.0 以降を使用している場合にのみ使用できます。詳細については、「」を参照してくださ
いCanary と X-Ray のトレース (p. 371)

Canary 向けに作成されたリソース
Canary を作成すると、次のリソースが作成されます。

• CloudWatchSyntheticsRole-canary-name-uuid という名前の IAM ロール (CloudWatch コンソー
ルを使用して Canary を作成し、この Canary 用に新しいロールを作成することを指定した場合)

• CloudWatchSyntheticsPolicy-canary-name-uuid という名前の IAM ポリシー
• cw-syn-results-accountID-region という名前の S3 バケット
• Synthetics-Alarm-MyCanaryName という名前のアラーム (Canary 用にアラームを作成した場合)
• Lambda 関数とレイヤー (設計図を使用して Canary を作成した場合)。これらのリソースには、プレ

フィックスとして cwsyn-MyCanaryName が付きます。
• /aws/lambda/cwsyn-MyCanaryName-randomId という名前の CloudWatch Logs ロググループ。

Canary 設計図の使用
このセクションでは、Canary の各設計図と、各設計図に最も適合するタスクについて詳しく説明します。
設計図は、以下の Canary タイプのために提供されています:

• ハートビートモニター
• API Canary
• リンク切れチェッカー
• ビジュアルモニターリング
• Canary Recorder
• GUI ワークフロー

設計図を使用して Canary を作成する場合、CloudWatch コンソールの各フィールドに入力するに従って、
作成中の Canary がページの [スクリプトエディタ] 領域に Node.js スクリプトとして表示されます。この
領域で Canary を編集し、さらにカスタマイズすることもできます。

ハートビートのモニターリング

ハートビートスクリプトは、指定した URL をロードし、ページのスクリーンショットと HTTP アーカイ
ブファイル (HAR ファイル) を保存します。また、アクセスした URL のログも保存します。

HAR ファイルを使用して、ウェブページに関する詳細なパフォーマンスデータを表示できます。ウェブリ
クエストのリストを分析し、項目の読み込み時間などのパフォーマンス問題を検出できます。
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Canary が syn-nodejs-puppeteer-3.1 以降のランタイムバージョンを使用している場合、ハートビー
トモニターリングブループリントを使用して複数の URL をモニターリングし、Canary 実行レポートのス
テップの概要で各 URL のステータス、期間、関連付けられたスクリーンショット、失敗の理由を確認でき
ます。

API Canary

API Canary は、REST API の基本的な読み取り関数と書き込み関数をテストできます。RESTは
Representational State Transfer の略であり、開発者が API を作成するときに従う一連のルールです。これ
らのルールの 1 つでは、特定の URL へのリンクがデータを返す必要があることを指定しています。

Canary は任意の API で動作し、すべてのタイプの機能をテストできます。各 Canary は複数の API 呼び出
しを行うことができます。

ランタイムバージョン syn-nodejs-2.2 以降を使用する Canary では、API Canary ブループリント
は、API を HTTP ステップとしてモニターリングする複数ステップの Canary をサポートします。1 つの 
Canary で複数の API をテストできます。各ステップは、異なる URL にアクセスしたり、異なるヘッダー
を使用したり、ヘッダーとレスポンス本文を取得するかどうかについて異なるルールを使用したりできる
個別のリクエストです。ヘッダーとレスポンス本文を取得しないことで、機密データが記録されないよう
にできます。

API Canary 内の各リクエストは、次の情報で構成されます。

• エンドポイント。リクエストする URL です。
• メソッド。サーバーに送信されるリクエストのタイプです。REST API は、GET (読み取り)、POST (書

き込み)、PUT (更新)、PATCH (更新)、DELETE (削除) の各オペレーションをサポートしています。
• ヘッダー。クライアントとサーバーの両方に情報を提供します。これらは認証に使用され、本文の内容

に関する情報を提供します。有効なヘッダーのリストについては、「HTTPヘッダー」をご参照くださ
い。

• データ (または本文)。サーバーに送信される情報を含みます。これは、POST、PUT、PATCH、または 
DELETE の各リクエストでのみ使用されます。

API Canary 設計図は、GET メソッドと POST メソッドをサポートしています。この設計図を使用する場
合は、ヘッダーを指定する必要があります。例えば、Authorization をキーとして指定し、必要な認証
データを値として指定できます。

POST リクエストをテストする場合は、[データ] フィールドに書き込むコンテンツも指定します。

API Gateway との統合

API ブループリントは Amazon API Gateway と統合されています。これにより、API Gateway API やス
テージを Canary と同じ AWS アカウントやリージョンから選択したり、API Gateway から Swagger テン
プレートをアップロードして、クロスアカウントとクロスリージョン API のモニターリングを行ったりす
ることができます。その後、最初から入力するのではなく、コンソールで残りの詳細を選択して Canary 
を作成できます。API Gateway の詳細については、「Amazon API Gateway とは」を参照してください。

プライベート API の使用

Amazon API Gateway でプライベート API を使用する Canary を作成できます。詳細については、
「Amazon API Gateway でのプライベート API の作成」を参照してください。

リンク切れチェッカー

リンク切れチェッカーは、document.getElementsByTagName('a') を使用して、テスト対象であ
る URL 内のすべてのリンクを収集します。この際、ユーザーが指定したリンク数までがテストされ、ま
た、URL 自体も最初のリンクとしてカウントされます。例えば、5 つのリンクが含まれているページのす
べてのリンクをチェックする場合は、Canary が 6 つのリンクをたどるように指定する必要があります。
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syn-nodejs-2.0-beta ランタイム以降を使用して作成されたリンク切れチェッカー Canary は、次の追
加機能をサポートしています。

• チェックされたリンク、ステータスコード、エラーの理由 (存在する場合)、およびソースページとター
ゲットページのスクリーンショットを含むレポートを生成する。

• Canary の結果を表示するとき、フィルタリングしてリンク切れのみを表示し、エラーの理由に基づいて
リンクを修正できます。

• このバージョンでは、各リンクの注釈付きソースページのスクリーンショットがキャプチャされ、リン
クが見つかったアンカーが強調表示されます。非表示のコンポーネントには注釈が付けられません。

• キャプチャするスクリーンショットは、ソースおよびターゲットページの両方、ソースページのみ、ま
たはターゲットページのみに設定できます。

• 最初のページから多くのリンクがスクレイプされた場合でも最初のリンク切れの後に Canary スクリプ
トが停止するという、以前のバージョンの問題は、このバージョンで修正されています。

新しいランタイムを導入するために、syn-1.0 を使用している既存の Canary を更新する場合は、一度 
Canary を削除した上で再作成する必要があります。既存の Canary を新しいランタイムに更新しても、こ
れらの機能は利用可能になりません。

リンク切れチェッカー Canary は、次の種類のリンクエラーを検出します。

• 404 ページが見つからない。
• ホスト名が無効である。
• URL が正しくない。この例としては、URL から角括弧が抜けている、スラッシュが余分についている、

プロトコルが間違っているなどが挙げられます。
• HTTP レスポンスコードが無効である。
• ホストサーバーが、コンテンツもなく、レスポンスコードもない、空のレスポンスを返す。
• HTTPリクエストが Canary の実行中に常にタイムアウトする。
• ホストが正しく設定されていないか、ビジーすぎるために接続が常に切断される。

ビジュアルモニターリングの設計図
ビジュアルモニターリングの設計図には、Canary 実行中に撮影されたスクリーンショットと、ベースライ
ン Canary 実行中に撮影されたスクリーンショットを比較するコードが含まれています。2 つのスクリー
ンショット間の不一致がしきい値のパーセンテージを超えている場合、Canary は失敗します。ビジュアル
モニターリングは、syn-puppeteer-node-3.2 以降で実行中の Canary でサポートされています。Python と 
Selenium を実行している Canary では現在サポートされていません。

ビジュアルモニターリングの設計図には、デフォルトの Canary 設計図スクリプトに次のコード行が含ま
れており、ビジュアルモニターリングが有効になります。

syntheticsConfiguration.withVisualCompareWithBaseRun(true);

この行がスクリプトに追加された後に初めて Canary が正常に実行されると、その実行中に撮影されたス
クリーンショットが比較のベースラインとして使用されます。最初に Canary を実行した後、CloudWatch 
コンソールを使用して Canary を編集して、次のいずれかの操作を行うことができます。

• Canary の次の実行を新しいベースラインとして設定する。
• 現在のベースラインスクリーンショットに境界を描画し、ビジュアル比較時に無視するスクリーン

ショットの領域を指定する。
• スクリーンショットをビジュアルモニターリングに使用しないようにする。

CloudWatch コンソールを使用して Canary を編集する方法の詳細については、 「Canary を編集または削
除する (p. 378)」を参照してください。
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また、nextrun または lastrun パラメーターを指定するか、Canary 実行 ID を UpdateCanary API で指
定することにより、ベースラインとして使用される Canary 実行を変更することもできます。

ビジュアルモニターリングの設計図を使用する場合は、スクリーンショットを撮影する URL を入力し、差
分しきい値をパーセンテージで指定します。ベースライン実行後、そのしきい値よりも大きい視覚差を検
出する Canary を今後実行すると、Canary 障害がトリガーされます。ベースライン実行後、Canary を編
集して、ビジュアルモニターリング中に無視するベースラインスクリーンショットに境界線を「描画」す
ることもできます。

ビジュアルモニターリング機能は、ImageMagick オープンソースソフトウェアツールキットによって機能
します。詳細については、「ImageMagick」を参照してください。

Canary Recorder
Canary レコーダーの設計図を使用すると、CloudWatch Synthetics Recorder を使用してウェブサイトで
クリックおよび入力のアクションを記録し、同じステップに従う Canary を作成するために使用できる 
Node.js スクリプトを自動的に生成できます。CloudWatch Synthetics Recorder は、Amazon が提供する 
Google Chrome 拡張機能です。

クレジット: CloudWatch Synthetics Recorder は、Headless レコーダーに基づいています。

詳細については、「Google Chrome の CloudWatch Synthetics Recorder を使用する (p. 306)」を参照し
てください。

GUI ワークフロービルダー
GUI ワークフロービルダー設計図は、ウェブページに対してアクションを実行できることを検証します。
例えば、ウェブページにログインフォームがある場合、Canary はユーザーフィールドとパスワードフィー
ルドに入力し、このフォームを送信してウェブページが正しく動作していることを検証できます。

このタイプの Canary を設計図を従って作成する場合は、Canary がウェブページに対して実行するアク
ションを指定します。使用できるアクションは次のとおりです。

• クリック – 指定した要素を選択し、ユーザーによる要素のクリックまたは選択をシミュレートします。

Node.js スクリプトで要素を指定するには、[id=] または a[class=] を使用します。

Python スクリプトで要素を指定するには、xpath //*[@id=] または //*[@class=] を使用します。
• セレクタの検証 – 指定した要素がウェブページに存在することを検証します。このテストは、以前のア

クションによって正しい要素がページに入力されていることを検証するのに役立ちます。

Node.js スクリプトで検証する要素を指定するには、[id=] または a[class=] を使用します。

Python スクリプトで検証する要素を指定するには、xpath //*[@id=] または //*[class=] を使用
します。

• テキストの検証 – 指定した文字列がターゲット要素内に含まれていることを検証します。このテスト
は、事前のアクションが正しいテキストを表示したかどうかを確認するのに役立ちます。

このアクションでは Puppeteer の div[@id=]//h1 関数を使用するため、Node.js スクリプト内の要素
を指定するには waitForXPath などの形式を使用します。

Python スクリプトで要素を指定するには、このアクションは Selenium で //*[@id=]  関数を使用す
るため、implicitly_wait または //*[@class=] などの xpath 形式を使用します。

• テキストの入力 – 指定したテキストをターゲット要素に書き込みます。

Node.js スクリプトで検証する要素を指定するには、[id=] または a[class=] を使用します。

Python スクリプトで検証する要素を指定するには、xpath //*[@id=] または //*[@class=] を使用
します。

305

https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_UpdateCanary.html
https://imagemagick.org/index.php
https://github.com/checkly/headless-recorder


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Canary を作成する

• クリックして移動 – 指定した要素を選択した後で、ページ全体が読み込まれるまで待ちます。これは、
ページを再度読み込む必要がある場合に最も役立ちます。

Node.js スクリプトで要素を指定するには、[id=] または a[class=] を使用します。

Python スクリプトで要素を指定するには、xpath //*[@id=] または //*[@class=] を使用します。

例えば、次のブループリントでは Node.js を使用しています。このスクリプトは指定した URL の
[firstButton] をクリックし、想定したセレクタで想定されたテキストが表示されることを検証します。さら
に、名前 Test_Customer を [Name] (名前) フィールドに入力して [Login] (ログイン) ボタンをクリック
し、次のページに [Welcome] (ようこそ) テキストが表示されることを確認し、そのログインが成功したこ
とを検証します。

次のランタイムを使用する GUI ワークフロー Canary は、各 Canary 実行に対して実行されたステップの
概要も提供します。各ステップに関連付けられたスクリーンショットおよびエラーメッセージを使用し
て、エラーの根本原因を見つけることができます。

• syn-nodejs-2.0 以降
• syn-python-selenium-1.0 以降

Google Chrome の CloudWatch Synthetics Recorder を使用する
Amazon では、Canary をより簡単に作成できるように、CloudWatch Synthetics Recorder を提供していま
す。このレコーダーは Google Chrome の拡張機能です。

レコーダーは、ウェブサイト上のクリックと入力のアクションを記録し、同じステップに従う Canary を
作成するために使用できる Node.js スクリプトを自動的に生成します。

記録を開始すると、CloudWatch Synthetics Recorder がブラウザーでのアクションを検出し、スクリプト
に変換します。記録は、必要に応じて、一時停止および再開できます。記録を停止すると、レコーダーに
よってアクションの Node.js スクリプトが生成されます。このスクリプトは、[Copy to Clipboard (クリッ
プボードにコピー)] ボタンで簡単にコピーできます。その後、このスクリプトを使用して、CloudWatch 
Synthetics で Canary を作成できます。
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クレジット: CloudWatch Synthetics Recorder は、Headless レコーダーに基づいています。

Google Chrome 用 CloudWatch Synthetics Recorder 拡張機能をインストールす
る
CloudWatch Synthetics レコーダーを使用するには、Canary の作成を開始し、Canary Recorder の設計図
を選択します。レコーダーをまだダウンロードしていない場合は、CloudWatch Synthetics コンソールにダ
ウンロードするためのリンクが表示されます。

または、以下のステップに従って、レコーダーを直接ダウンロードしてインストールすることもできま
す。

CloudWatch Synthetics Recorder をインストールするには

1. Google Chromeを使用して、ウェブサイト https://chrome.google.com/webstore/detail/cloudwatch-
synthetics-rec/bhdnlmmgiplmbcdmkkdfplenecpegfno にアクセスします

2. [Add to Chrome (Chrome に追加)] を選択し、[Add extension (拡張機能の追加)] を選択します。

Google Chrome の CloudWatch Synthetics Recorder を使用する
CloudWatch Synthetics Recorder を使用してCanary を作成する場合、CloudWatch コンソールで [Create 
canary] (Canary を作成) を選択してから、[Use a blueprint] (設計図の使用)、[Canary Recorder] を選択し
ます。詳細については、「Canary を作成する (p. 300)」を参照してください。

また、レコーダーを使用してステップを記録し、すぐに Canary の作成に使用しないこともできます。

CloudWatch Synthetics Recorder を使用してウェブサイトでのアクションを記録するには

1. モニターリングするページに移動します。
2. Chrome 拡張機能のアイコンを選択し、[CloudWatch Synthetics Recorder] を選択します。
3. [Start Recording (記録の開始)] を選択します。
4. 記録するステップを実行します。録音を一時停止するには、[Pause (一時停止)] を選択します。
5. ワークフローの記録が完了したら、[Stop recording (記録の停止)] を選択します。
6. [Copy to clipboard (クリップボードにコピー)] を選択して、生成されたスクリプトをクリップボードに

コピーします。または、最初からやり直す場合は、[New recording (新規録音)] を選択します。
7. コピーしたスクリプトを使用して Canary を作成するには、コピーしたスクリプトをレコーダー設計

図のインラインエディタに貼り付けるか、Amazon S3 バケットに保存してそこからインポートしま
す。

8. Canary をすぐに作成しない場合は、記録したスクリプトをファイルに保存できます。

CloudWatch Synthetics Recorder の既知の制限事項
Google Chrome 用 CloudWatch Synthetics Recorder には、現在、以下の制限があります。

• ID を持たない HTML 要素は、CSS セレクターを使用します。これは、後でウェブページの構造が変更
された場合、Canary を壊す可能性があります。将来のバージョンのレコーダーでは、これに関するいく
つかの設定オプション (data-id の使用など) を提供する予定です。

• レコーダーは、ダブルクリックやコピー/貼り付けなどのアクションをサポートしておらず、また、CMD
+0 などのキーの組み合わせもサポートしていません。

• ページに要素またはテキストが存在することを確認するには、ユーザーがスクリプトの生成後にアサー
ションを追加する必要があります。レコーダーでは、その要素に対してアクションを実行しない要素の
検証をサポートしていません。これは、Canary ワークフロービルダーの「テキストの確認」または「要
素の確認」オプションと同様です。私たちは、レコーダーの将来のバージョンでいくつかのアサーショ
ンサポートを追加する予定です。
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• レコーダーは、記録が開始されたタブ内のすべてのアクションを記録します。ポップアップ (位置情報
の追跡を許可する場合など) やポップアップから別のページへのナビゲーションは記録されません。

Synthetics のランタイムバージョン
Canary を作成または更新する際に、Canary の Synthetics ランタイムバージョンを選択しま
す。Synthetics ランタイムは、スクリプトハンドラーを呼び出す Synthetics コードと、バンドルされた依
存関係の Lambda レイヤーを組み合わせたものです。

CloudWatch Synthetics は現在、スクリプトと Puppeteer フレームワークに Node.js を使用するランタイ
ムと、スクリプトに Python を使用し、フレームワークには Selenium Webdriver を使用するランタイムを
サポートしています。

Synthetics ライブラリの最新の機能や更新プログラムを使用できるように、Canary の最新のランタイム
バージョンを常に使用することをお勧めします。

トピック
• CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)
• Node.js と Puppeteer を使用するランタイムバージョン (p. 312)
• Python と Selenium Webdriver を使用するランタイムバージョン (p. 320)

CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー

Synthetics ランタイムバージョンは、メンテナンスおよびセキュリティ更新プログラムに依存します。ラ
ンタイムバージョンのいずれかのコンポーネントがサポートされなくなると、その Synthetics ランタイム
バージョンは非推奨となります。

非推奨のランタイムバージョンを使用して Canary を作成することはできません。非推奨のランタイムを
使用する Canary が引き続き実行されます。これらの Canary は、停止、開始、削除することができます。
サポートされているランタイムバージョンを使用するように Canary を更新することで、非推奨のランタ
イムバージョンを使用する既存の Canary を更新できます。

60 日以内に非推奨となる予定のランタイムを使用している Canary がある場合、CloudWatch Synthetics 
は通知メールをユーザーに送信します。最新のリリースに含まれる新しい機能、セキュリティ、および強
化されたパフォーマンスを活用するために、Canary のランタイムは、サポートされているバージョンに更
新することをお勧めします。

Canary を新しいランタイムバージョンに更新するにはどうすればよいですか？

CloudWatch コンソールから、AWS CloudFormation、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、Canary 
のランタイムバージョンを更新できます。CloudWatch コンソールを使用する場合であれば、一度に最大 5 
つの Canary を更新できます。これには、一覧ページから対象の Canary を選択した上で、[アクション]、
[ランタイムの更新] の順にクリックします。

アップグレードを確認するためには、CloudWatch コンソールを使用して Canary をクローンし、そのラン
タイムバージョンを更新します。これにより、元の Canary のクローンである別の Canary が作成されま
す。新しいランタイムバージョンの Canary を検証し終えたら、元の Canary のランタイムバージョンを更
新した後で、クローンの Canary を削除します。

アップグレード用のスクリプトを使用すると、複数の Canary を更新することもできます。詳細について
は、「Canary ランタイムアップグレード用スクリプト (p. 309)」を参照してください。

Canary のアップグレードに失敗した場合は、「失敗した Canary のトラブルシューティング (p. 363)」
を参照してください。

ランタイムが非推奨となる日付
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ランタイムバージョン 廃止日

syn-nodejs-
puppeteer-3.4

2022 年 11 月 13 日

syn-nodejs-
puppeteer-3.3

2022 年 11 月 13 日

syn-nodejs-
puppeteer-3.2

2022 年 11 月 13 日

syn-nodejs-
puppeteer-3.1

2022 年 11 月 13 日

syn-nodejs-
puppeteer-3.0

2022 年 11 月 13 日

syn-nodejs-2.2 2021 年 5 月 28 日

syn-nodejs-2.1 2021 年 5 月 28 日

syn-nodejs-2.0 2021 年 5 月 28 日

syn-nodejs-2.0-
beta

2021 年 2 月 8 日

syn-1.0 2021 年 5 月 28 日

Canary ランタイムアップグレード用スクリプト

Canary スクリプトを、サポートされているランタイムバージョンにアップグレードするには、次のスクリ
プトを使用します。

const AWS = require('aws-sdk');

// You need to configure your AWS credentials and Region.
//   https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v3/developer-guide/setting-credentials-
node.html
//   https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v3/developer-guide/setting-region.html

const synthetics = new AWS.Synthetics();

const DEFAULT_OPTIONS = { 
  /** 
   * The number of canaries to upgrade during a single run of this script. 
   */ 
  count: 10, 
  /** 
   * No canaries are upgraded unless force is specified. 
   */ 
  force: false
};

/** 
 * The number of milliseconds to sleep between GetCanary calls when 
 * verifying that an update succeeded. 
 */
const SLEEP_TIME = 5000;

(async () => { 
  try { 
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    const options = getOptions(); 

    const versions = await getRuntimeVersions(); 
    const canaries = await getAllCanaries(); 
    const upgrades = canaries 
      .filter(canary => !versions.isLatestVersion(canary.RuntimeVersion)) 
      .map(canary => { 
        return { 
          Name: canary.Name, 
          FromVersion: canary.RuntimeVersion, 
          ToVersion: versions.getLatestVersion(canary.RuntimeVersion) 
        }; 
      }); 

    if (options.force) { 
      const promises = []; 

      for (const upgrade of upgrades.slice(0, options.count)) { 
        const promise = upgradeCanary(upgrade); 
        promises.push(promise); 
        // Sleep for 100 milliseconds to avoid throttling. 
        await usleep(100); 
      } 

      const succeeded = []; 
      const failed = []; 
      for (let i = 0; i < upgrades.slice(0, options.count).length; i++) { 
        const upgrade = upgrades[i]; 
        const promise = promises[i]; 
        try { 
          await promise; 
          console.log(`The update of ${upgrade.Name} succeeded.`); 
          succeeded.push(upgrade.Name); 
        } catch (e) { 
          console.log(`The update of ${upgrade.Name} failed with error: ${e}`); 
          failed.push({ 
            Name: upgrade.Name, 
            Reason: e 
          }); 
        } 
      } 

      if (succeeded.length) { 
        console.group('The following canaries were upgraded successfully.'); 
        for (const name of succeeded) { 
          console.log(name); 
        } 
        console.groupEnd() 
      } else { 
        console.log('No canaries were upgraded successfully.'); 
      } 

      if (failed.length) { 
        console.group('The following canaries were not upgraded successfully.'); 
        for (const failure of failed) { 
          console.log('\x1b[31m', `${failure.Name}: ${failure.Reason}`, '\x1b[0m'); 
        } 
        console.groupEnd(); 
      } 
    } else { 
      console.log('Run with --force [--count <count>] to perform the first <count> upgrades 
 shown. The default value of <count> is 10.') 
      console.table(upgrades); 
    } 
  } catch (e) { 
    console.error(e); 

310



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Canary を作成する

  }
})();

function getOptions() { 
  const force = getFlag('--force', DEFAULT_OPTIONS.force); 
  const count = getOption('--count', DEFAULT_OPTIONS.count); 
  return { force, count }; 

  function getFlag(key, defaultValue) { 
    return process.argv.includes(key) || defaultValue; 
  } 
  function getOption(key, defaultValue) { 
    const index = process.argv.indexOf(key); 
    if (index < 0) { 
      return defaultValue; 
    } 
    const value = process.argv[index + 1]; 
    if (typeof value === 'undefined' || value.startsWith('-')) { 
      throw `The ${key} option requires a value.`; 
    } 
    return value; 
  }
}

function getAllCanaries() { 
  return new Promise((resolve, reject) => { 
    const canaries = []; 

    synthetics.describeCanaries().eachPage((err, data) => { 
      if (err) { 
        reject(err); 
      } else { 
        if (data === null) { 
          resolve(canaries); 
        } else { 
          canaries.push(...data.Canaries); 
        } 
      } 
    }); 
  });
}

function getRuntimeVersions() { 
  return new Promise((resolve, reject) => { 
    const jsVersions = []; 
    const pythonVersions = []; 
    synthetics.describeRuntimeVersions().eachPage((err, data) => { 
      if (err) { 
        reject(err); 
      } else { 
        if (data === null) { 
          jsVersions.sort((a, b) => a.ReleaseDate - b.ReleaseDate); 
          pythonVersions.sort((a, b) => a.ReleaseDate - b.ReleaseDate); 
          resolve({ 
            isLatestVersion(version) { 
              const latest = this.getLatestVersion(version); 
              return latest === version; 
            }, 
            getLatestVersion(version) { 
              if (jsVersions.some(v => v.VersionName === version)) { 
                return jsVersions[jsVersions.length - 1].VersionName; 
              } else if (pythonVersions.some(v => v.VersionName === version)) { 
                return pythonVersions[pythonVersions.length - 1].VersionName; 
              } else { 
                throw Error(`Unknown version ${version}`); 
              } 
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            } 
          }); 
        } else { 
          for (const version of data.RuntimeVersions) { 
            if (version.VersionName === 'syn-1.0') { 
              jsVersions.push(version); 
            } else if (version.VersionName.startsWith('syn-nodejs-2.')) { 
              jsVersions.push(version); 
            } else if (version.VersionName.startsWith('syn-nodejs-puppeteer-')) { 
              jsVersions.push(version); 
            } else if (version.VersionName.startsWith('syn-python-selenium-')) { 
              pythonVersions.push(version); 
            } else { 
              throw Error(`Unknown version ${version.VersionName}`); 
            } 
          } 
        } 
      } 
    }); 
  });
}

async function upgradeCanary(upgrade) { 
  console.log(`Upgrading canary ${upgrade.Name} from ${upgrade.FromVersion} to 
 ${upgrade.ToVersion}`); 
  await synthetics.updateCanary({ Name: upgrade.Name, RuntimeVersion: 
 upgrade.ToVersion }).promise(); 
  while (true) { 
    await usleep(SLEEP_TIME); 
    console.log(`Getting the state of canary ${upgrade.Name}`); 
    const response = await synthetics.getCanary({ Name: upgrade.Name }).promise(); 
    const state = response.Canary.Status.State; 
    console.log(`The state of canary ${upgrade.Name} is ${state}`); 
    if (state === 'ERROR' || response.Canary.Status.StateReason) { 
      throw response.Canary.Status.StateReason; 
    } 
    if (state !== 'UPDATING') { 
      return; 
    } 
  }
}

function usleep(ms) { 
  return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
}

Node.js と Puppeteer を使用するランタイムバージョン

Node.js と Puppeteer の最初のランタイムバージョンには、syn-1.0 と
いう名前が付けられました。後のランタイムバージョンには、命名規則
syn-language-majorversion.minorversion があります。syn-nodejs-puppeteer-3.0 以降の
命名規則は syn-language-framework-majorversion.minorversion です

追加の -beta サフィックスは、ランタイムバージョンが現在ベータプレビューリリースであることを示し
ています。

同じメジャーバージョン番号を持つランタイムバージョンには下位互換性があります。

すべてのランタイムバージョンに関する注意事項

syn-nodejs-puppeteer-3.0 ランタイムバージョンを使用する場合は、Canary スクリプトが Node.js 
12.x と互換性があることを確認してください。syn-nodejs ランタイムバージョンの以前のバージョンを
使用する場合は、スクリプトが Node.js 10.x と互換性があることを確認してください。
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Canary 内の Lambda コードは、最大メモリが 1 GB になるように設定されています。Canary の各実行
は、設定されたタイムアウト値が経過するとタイムアウトします。Canary のタイムアウト値を指定しない
と、CloudWatch は Canary の更新頻度に基づいてタイムアウト値を選択します。タイムアウト値を設定す
る場合、Lambda コールドスタートと canary インストルメンテーションの起動にかかる時間を許容するた
めに 15 秒以上にします。

Important

以下の CloudWatch Synthetics ランタイムバージョンは 2022 年 11 月 13 日に廃止されました。
これは、2022 年 11 月 14 日に AWS Lambda が Lambda Node.js 12 ランタイムを廃止したため
です。

• syn-nodejs-puppeteer-3.4
• syn-nodejs-puppeteer-3.3
• syn-nodejs-puppeteer-3.2
• syn-nodejs-puppeteer-3.1
• syn-nodejs-puppeteer-3.0

詳細については、「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照して
ください。

syn-nodejs-puppeteer-4.0

syn-nodejs-puppeteer-4.0 ランタイムは Node.js および Puppeteer の最新のランタイムバージョン
です。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 16.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 92.0.4512

syn-nodejs-puppeteer-4.0 の新機能:

• 依存関係のアップグレード — Node.js の依存関係が 16.x にアップデートされました。

syn-nodejs-puppeteer-3.9

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 14.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 92.0.4512

syn-nodejs-puppeteer-3.9 の新機能:

• 依存関係のアップグレード – 一部のサードパーティ依存関係パッケージをアップグレードします。

syn-nodejs-puppeteer-3.8

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 14.x
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• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 92.0.4512

syn-nodejs-puppeteer-3.8 の新機能:

• プロファイルのクリーンアップ — Chromium プロファイルが Canary を実行するたびにクリーンアップ
されるようになりました。

syn-nodejs-puppeteer-3.8 のバグ修正:

• バグ修正 — 以前は、ビジュアルモニターリングの Canary がスクリーンショットがない状態で実行する
と誤動作することがありました。この問題が修正されました。

syn-nodejs-puppeteer-3.7

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 14.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 92.0.4512

syn-nodejs-puppeteer-3.7 の新機能:

• ログ機能の機能強化 — タイムアウトやクラッシュした場合でも、Canary が Amazon S3 にログをアッ
プロードします。

• Lambda レイヤーのサイズを縮小 — Canary に使用される Lambda レイヤーのサイズが 34% 縮小され
ます。

syn-nodejs-puppeteer-3.7 のバグ修正:

• バグ修正 — 日本語、簡体字中国語、繁体字中国語のフォントが正しくレンダリングされます。

syn-nodejs-puppeteer-3.6

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 14.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 92.0.4512

syn-nodejs-puppeteer-3.6 の新機能:

• より正確なタイムスタンプ – canary 実行の開始時刻と終了時刻がミリ秒単位まで正確になりました。

syn-nodejs-puppeteer-3.5

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 14.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 92.0.4512

314



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Canary を作成する

syn-nodejs-puppeteer-3.5 の新機能:

• 依存関係の更新 - このランタイムの新機能は、更新された依存関係のみです。

syn-nodejs-puppeteer-3.4
Important

このランタイムバージョンは 2022 年 11 月 13 日に廃止されました。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 12.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 88.0.4298.0

syn-nodejs-puppeteer-3.4 の新機能:

• カスタムハンドラー関数 — Canary スクリプトのためにカスタムハンドラー関数を使用できるようにな
りました。以前のランタイムでは、スクリプトエントリポイントに .handler が含まれている必要があ
りました。

Canary スクリプトを任意のフォルダに配置し、ハンドラーの一部としてフォルダ名を渡すこともできま
す。例えば、MyFolder/MyScriptFile.functionname はエントリポイントとして使用できます。

• 拡張された HAR ファイル情報 — Canary によって生成された HAR ファイルに、不正なリクエスト、保
留中のリクエスト、および不完全なリクエストが表示されるようになりました。

syn-nodejs-puppeteer-3.3
Important

このランタイムバージョンは 2022 年 11 月 13 日に廃止されました。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 12.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 88.0.4298.0

syn-nodejs-puppeteer-3.3 の新機能:

• アーティファクト暗号化のその他のオプション– Canary では、Amazon S3 に保存したアーティファク
トの暗号化に AWS 管理キーを使用する代わりに、このバージョン以降のランタイムを使用します。
使用するキーは、AWS KMS カスタマー管理のキーまたは Amazon S3 が管理するキーから選択できま
す。詳細については、「Canary アーティファクトの暗号化 (p. 373)」を参照してください。

syn-nodejs-puppeteer-3.2
Important

このランタイムバージョンは 2022 年 11 月 13 日に廃止されました。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

主な依存関係:
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• Lambda ランタイム Node.js 12.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 88.0.4298.0

syn-nodejs-puppeteer-3.2 の新機能:

• スクリーンショットによるビジュアルモニターリング— これ以降のランタイムを使用する Canary 
は、実行中に撮影されたスクリーンショットと、同じスクリーンショットのベースラインバージョン
を比較できます。スクリーンショットが指定されたパーセンテージのしきい値よりも大きく異なる場
合、Canary は失敗します。詳細については、「ビジュアルモニターリング (p. 339)」または「ビジュ
アルモニターリングの設計図 (p. 304)」を参照してください。

• 機密データに関する新機能 Canary ログやレポートに機密データが表示されないようにすることができ
ます。詳細については、「SyntheticsLogHelper クラス (p. 341)」を参照してください。

• 廃止される関数 RequestResponseLogHelperクラスは廃止され、他の新しい設定オプションに置き
換えられます。詳細については、「RequestResponseLogHelper クラス (p. 347)」を参照してくださ
い。

syn-nodejs-puppeteer-3.1
Important

このランタイムバージョンは 2022 年 11 月 13 日に廃止されました。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 12.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
• Chromium バージョン 88.0.4298.0

syn-nodejs-puppeteer-3.1 の新機能:

• CloudWatch メトリクスの設定機能 – このランタイムでは、不要なメトリクスを無効にできます。それ
以外の場合、Canary は Canary 実行ごとにさまざまな CloudWatch メトリクスを発行します。

• スクリーンショットリンク – ステップの完了後に、スクリーンショットを Canary ステップに
リンクできます。これを行うには、スクリーンショットを関連付けるステップの名前を使用し
て、takeScreenshot メソッドでスクリーンショットを作成します。例えば、ステップを実行し、待機時
間を追加して、スクリーンショットを作成できます。

• ハートビートモニターリングブループリントは複数の URL のモニターリングが可能 – CloudWatch 
コンソールでハートビートモニターリングブループリントを使用して複数の URL をモニターリング
し、Canary 実行レポートのステップの概要で各 URL のステータス、期間、関連付けられたスクリーン
ショット、失敗の理由を確認できます。

syn-nodejs-puppeteer-3.0
Important

このランタイムバージョンは 2022 年 11 月 13 日に廃止されました。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 12.x
• Puppeteer-core バージョン 5.5.0
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• Chromium バージョン 88.0.4298.0

syn-nodejs-puppeteer-3.0 の新機能:

• アップグレードされた依存関係 – このバージョンは Puppeteer バージョン 5.5.0、Node.js 12.x、および 
Chromium 88.0.4298.0 を使用します。

• クロスリージョンバケットアクセス – Canary がログファイル、スクリーンショット、HAR ファイルを
保存するバケットとして、別のリージョンの S3 バケットを指定できるようになりました。

• 新しい関数が利用可能 – このバージョンでは、Canary 名と Syntheticsのランタイムバージョンを取得す
るためのライブラリ関数を追加します。

詳細については、「Synthetics クラス (p. 330)」を参照してください。

syn-nodejs-2.2

このセクションでは、syn-nodejs-2.2 ランタイムバージョンについて説明します。

Important

このランタイムバージョンは 2021 年 5 月 28 日に廃止されました。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 10.x
• Puppeteer-core バージョン 3.3.0
• Chromium バージョン 83.0.4103.0

syn-nodejs-2.2 の新機能:

• HTTP ステップとして Canary をモニターリングする – 単一の Canary で複数の API をテストできるよ
うになりました。各 API は個別の HTTP ステップとしてテストされ、CloudWatch Synthetics はステッ
プメトリクスと CloudWatch Synthetics のステップレポートを使用して各ステップのステータスをモ
ニターリングします。CloudWatch Synthetics では、HTTP ステップごとに SuccessPercent および
Duration メトリクスが作成されます。

この機能は、executeHttpStep(stepName, requestOptions, callback, stepConfig) 関数によっ
て実装されます。詳細については、「executeHttpStep(stepName, requestOptions, [callback], 
[stepConfig]) (p. 351)」を参照してください。

API Canary ブループリントは、この新しい機能を使用するように更新されました。
• HTTP リクエストレポート – リクエスト/レスポンスヘッダー、レスポンス本文、ステータスコード、

エラーとパフォーマンスのタイミング、TCP 接続時間、TLS ハンドシェイク時間、最初のバイト時
間、コンテンツ転送時間などの詳細を取得する HTTP リクエストレポートを表示できるようになりまし
た。HTTP/HTTPS モジュールを内部で使用するすべての HTTP リクエストは、ここで取得されます。
ヘッダーとレスポンス本文はデフォルトでは取得されませんが、設定オプションを設定することで有効
にできます。

• グローバルおよびステップレベルの設定 – CloudWatch Synthetics 設定は、Canary のすべてのステップ
に適用されるグローバルレベルで設定できます。特定のオプションを有効または無効にするために、設
定キーと値のペアを渡して、これらの設定をステップレベルで上書きすることもできます。

詳細については、「SyntheticsConfiguration クラス (p. 331)」を参照してください。
• ステップ失敗時に続行する設定 – ステップが失敗した場合に、Canary の実行を続行できま

す。executeHttpStep 関数では、これはデフォルトでオンになっています。このオプションは、グ
ローバルレベルで一度設定することも、ステップごとに個別に設定することもできます。
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syn-nodejs-2.1
Important

このランタイムバージョンは 2021 年 5 月 28 日に廃止されました。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 10.x
• Puppeteer-core バージョン 3.3.0
• Chromium バージョン 83.0.4103.0

syn-nodejs-2.1 の新機能:

• 設定可能なスクリーンショットの動作 – UI Canary によるスクリーンショットのキャプチャをオフにす
る機能を提供します。以前のバージョンのランタイムを使用する Canary の場合、UI Canary は常に各ス
テップの前後にスクリーンショットをキャプチャします。syn-nodejs-2.1 の場合、これは設定可能
です。スクリーンショットをオフにすると、Amazon S3 のストレージコストが削減され、HIPAA 規制
に準拠しやすくなります。詳細については、「SyntheticsConfiguration クラス (p. 331)」を参照してく
ださい。

• Google Chrome 起動パラメータのカスタマイズ Canary が Google Chrome ブラウザウィ
ンドウを起動するときに使用する引数を設定できるようになりました。詳細については、
「launch(options) (p. 346)」を参照してください。

以前のバージョンの Canary ランタイムと比べて、syn-nodejs-2.0 以降を使用した場合の Canary の実行時
間は少し増えることがあります。

syn-nodejs-2.0
Important

このランタイムバージョンは 2021 年 5 月 28 日に廃止されました。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 10.x
• Puppeteer-core バージョン 3.3.0
• Chromium バージョン 83.0.4103.0

syn-nodejs-2.0 の新機能:

• アップグレードされた依存関係 – このランタイムバージョンでは、Puppeteer-core バージョン 3.3.0 と 
Chromium バージョン 81.0.4044.0 を使用します

• X-RAY アクティブトレースのサポート。Canary でトレースが有効になっている場合、ブラウザ、AWS 
SDK、または HTTP または HTTPS モジュールを使用するCanary によって行われたすべての呼び出
しに対して Xx-Ray トレースが送信されます。トレースが有効になっている Canary は、トレースが
有効になっている他のサービスやアプリケーションにリクエストを送信しない場合でも、CloudWatch 
ServiceLens と X-Ray の両方のサービスマップに表示されます。詳細については、「Canary と X-Ray 
のトレース (p. 371)」を参照してください。

• Synthetics レポート – Canary 実行ごとに、SyntheticsReport-PASSED.json または
SyntheticsReport-FAILED.json という名前のレポートが CloudWatch Synthetics により作成さ
れ、開始時刻、終了時刻、ステータス、エラーなどのデータが記録されます。また、Canary スクリプト
の各ステップの PASSED/FAILED ステータス、および各ステップでキャプチャされたエラーとスクリー
ンショットも記録されます。
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• リンク切れチェッカーレポート – このランタイムに含まれるリンク切れチェッカーの新しいバージョ
ンでは、チェックされたリンク、ステータスコード、エラーの理由 (ある場合)、およびソースページと
ターゲットページのスクリーンショットを含むレポートが作成されます。

• 新しい CloudWatch メトリクス – Synthetics は、2xx、4xx、5xx、および RequestFailed とい
う名前のメトリクスを CloudWatchSynthetics 名前空間で公開します。これらのメトリクスに
は、Canary 実行の 200 番台、400 番台、500 番台、およびリクエストのエラー数が示されます。この
ランタイムバージョンでは、これらのメトリクスは UI Canary に対してのみレポートされ、API Canary 
に対してはレポートされません。また、ランタイムバージョン syn-nodejs-puppeteeer-2.2 で開始
される API Canary についても報告されます。

• ソート可能な HAR ファイル – ステータスコード、リクエストサイズ、期間によって HAR ファイルを
ソートできるようになりました。

• メトリクスのタイムスタンプ – CloudWatch メトリクスは、Canary 実行終了時刻ではなく、Lambda 呼
び出し時刻に基づいて報告されるようになりました。

syn-nodejs-2.0 のバグ修正:

• Canary アーティファクトアップロードエラーが報告されない問題を修正しました。このようなエラー
は、実行エラーとして表示されます。

• リダイレクトされたリクエスト (3xx) が誤ってエラーとして記録される問題を修正しました。
• スクリーンショットの番号が 0 から始まる問題を修正しました。今後は 1 から始まります。
• 中国語と日本語のフォントでスクリーンショットが文字化けする問題を修正しました。

以前のバージョンの Canary ランタイムと比べて、syn-nodejs-2.0 以降を使用した場合の Canary の実行時
間は少し増えることがあります。

syn-nodejs-2.0-beta
Important

このランタイムバージョンは 2021 年 2 月 8 日に非推奨となりました。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 10.x
• Puppeteer-core バージョン 3.3.0
• Chromium バージョン 83.0.4103.0

syn-nodejs-2.0-beta の新機能:

• アップグレードされた依存関係 – このランタイムバージョンでは、Puppeteer-core バージョン 3.3.0 と 
Chromium バージョン 81.0.4044.0 を使用します

• Synthetics レポート – Canary 実行ごとに、SyntheticsReport-PASSED.json または
SyntheticsReport-FAILED.json という名前のレポートが CloudWatch Synthetics により作成さ
れ、開始時刻、終了時刻、ステータス、エラーなどのデータが記録されます。また、Canary スクリプト
の各ステップの PASSED/FAILED ステータス、および各ステップでキャプチャされたエラーとスクリー
ンショットも記録されます。

• リンク切れチェッカーレポート – このランタイムに含まれるリンク切れチェッカーの新しいバージョ
ンでは、チェックされたリンク、ステータスコード、エラーの理由 (ある場合)、およびソースページと
ターゲットページのスクリーンショットを含むレポートが作成されます。

• 新しい CloudWatch メトリクス – Synthetics は、2xx、4xx、5xx、および RequestFailed とい
う名前のメトリクスを CloudWatchSynthetics 名前空間で公開します。これらのメトリクスに
は、Canary 実行の 200 番台、400 番台、500 番台、およびリクエストのエラー数が示されます。これ
らのメトリクスは UI Canary に対してのみレポートされ、API Canary に対してはレポートされません。
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• ソート可能な HAR ファイル – ステータスコード、リクエストサイズ、期間によって HAR ファイルを
ソートできるようになりました。

• メトリクスのタイムスタンプ – CloudWatch メトリクスは、Canary 実行終了時刻ではなく、Lambda 呼
び出し時刻に基づいて報告されるようになりました。

syn-nodejs-2.0-beta のバグ修正:

• Canary アーティファクトアップロードエラーが報告されない問題を修正しました。このようなエラー
は、実行エラーとして表示されます。

• リダイレクトされたリクエスト (3xx) が誤ってエラーとして記録される問題を修正しました。
• スクリーンショットの番号が 0 から始まる問題を修正しました。今後は 1 から始まります。
• 中国語と日本語のフォントでスクリーンショットが文字化けする問題を修正しました。

syn-1.0

Important

このランタイムバージョンは 2021 年 5 月 28 日に非推奨となる予定です。詳細については、
「CloudWatch Synthetics ランタイムサポートポリシー (p. 308)」を参照してください。

最初の Synthetics ランタイムバージョンは syn-1.0 です。

主な依存関係:

• Lambda ランタイム Node.js 10.x
• Puppeteer-core バージョン 1.14.0
• Puppeteer-core 1.14.0 と一致する Chromium バージョン

Python と Selenium Webdriver を使用するランタイムバージョン

次のセクションには、Python と Selenium Webdriver のための CloudWatch Synthetics ランタイム
バージョンに関する情報が含まれています。Selenium は、オープンソースのブラウザ自動化ツールで
す。Selenium の詳細については、www.selenium.dev/ をご参照ください。

これらのランタイムバージョンの命名規則は
syn-language-framework-majorversion.minorversion です。

syn-python-selenium-1.3

主な依存関係:

• Python 3.8
• Selenium 3.141.0
• Chromium バージョン 92.0.4512.0

syn-python-selenium-1.3 の新機能:

• より正確なタイムスタンプ – canary 実行の開始時刻と終了時刻がミリ秒単位まで正確になりました。

syn-python-selenium-1.2

主な依存関係:
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• Python 3.8
• Selenium 3.141.0
• Chromium バージョン 92.0.4512.0

• 依存関係の更新 - このランタイムの新機能は、更新された依存関係のみです。

syn-python-selenium-1.1

主な依存関係:

• Python 3.8
• Selenium 3.141.0
• Chromium バージョン 83.0.4103.0

機能:

• カスタムハンドラー関数 — Canary スクリプトのためにカスタムハンドラー関数を使用できるようにな
りました。以前のランタイムでは、スクリプトエントリポイントに .handler が含まれている必要があ
りました。

Canary スクリプトを任意のフォルダに配置し、ハンドラーの一部としてフォルダ名を渡すこともできま
す。例えば、MyFolder/MyScriptFile.functionname はエントリポイントとして使用できます。

• メトリクスとステップ障害の設定を追加するための設定オプション — これらのオプションは、Node.js 
Canary のランタイムで既に使用可能となっていました。詳細については、「SyntheticsConfiguration ク
ラス (p. 353)」を参照してください。

• Chrome のカスタム引数 — ブラウザをシークレットモードで開くか、プロキシサーバー設定を渡すこと
ができるようになりました。詳細については、「 Chrome() (p. 361)」を参照してください。

• クロスリージョンアーティファクトバケット - Canary は、アーティファクトを別のリージョンの 
Amazon S3 バケットに保存できます。

• index.py の問題の修正を含むバグ修正 — 以前のランタイムでは、index.py という名前の付いた 
Canary ファイルがライブラリファイルの名前と競合していたため、例外が発生していました。この問題
は修正されました。

syn-python-selenium-1.0

主な依存関係:

• Python 3.8
• Selenium 3.141.0
• Chromium バージョン 83.0.4103.0

機能:

• Selenium サポート – Selenium テストフレームワークを使用して Canary スクリプトを記述できま
す。Selenium スクリプトを他の場所から CloudWatch Synthetics に最小限の変更で持ち込むことがで
き、AWS のサービスで動作します。

Canary スクリプトの作成
以下のセクションでは、Canary スクリプトを作成する方法と、Canary を他の AWS のサービスと統合す
る方法について説明します。
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トピック
• Node.js Canary スクリプトの記述 (p. 322)
• Python Canary スクリプトの記述 (p. 328)
• Synthetics Canary を使用するようにするための既存の Selenium の変更 (p. 329)

Node.js Canary スクリプトの記述

トピック
• CloudWatch Synthetics Canary を最初から作成する (p. 322)
• Canary ファイルのパッケージング (p. 323)
• 既存の Puppeteer スクリプトを変更して Synthetics の Canary として使用する (p. 323)
• 環境変数 (p. 324)
• Canary と他の AWS のサービスとの統合 (p. 326)
• Canary に静的 IP アドレスの使用を強制する (p. 327)

CloudWatch Synthetics Canary を最初から作成する

次の例は、Synthetics の最小の Canary スクリプトを示しています。このスクリプトは、合格して正常な
実行となり、文字列を返します。不合格となる Canary の例を確認するには、let fail = false; を
let fail = true; に変更します。

Canary スクリプトのエントリポイント関数を定義する必要があります。Canary の
ArtifactS3Location として指定した先の Amazon S3 にファイルがアップロードされる方法を確認す
るには、これらのファイルを /tmp フォルダの下に作成します。スクリプトを実行すると、合格/不合格の
ステータスと所要時間のメトリクスが CloudWatch に発行され、/tmp の下のファイルが S3 にアップロー
ドされます。

const basicCustomEntryPoint = async function () { 

    // Insert your code here 

    // Perform multi-step pass/fail check 

    // Log decisions made and results to /tmp 

    // Be sure to wait for all your code paths to complete  
    // before returning control back to Synthetics. 
    // In that way, your canary will not finish and report success 
    // before your code has finished executing 

    // Throw to fail, return to succeed 
    let fail = false; 
    if (fail) { 
        throw "Failed basicCanary check."; 
    } 

    return "Successfully completed basicCanary checks.";
};

exports.handler = async () => { 
    return await basicCustomEntryPoint();
};

次に、AWS SDK を使用して、Synthetics のログ記録を使用して呼び出しを行うようにスクリプトが拡
張されます。デモのために、このスクリプトは Amazon DynamoDB クライアントを作成し、DynamoDB 
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listTables API を呼び出します。リクエストに対するレスポンスを記録し、リクエストが成功したかどうか
に応じて合格または不合格を記録します。

const log = require('SyntheticsLogger');
const AWS = require('aws-sdk');
// Require any dependencies that your script needs
// Bundle additional files and dependencies into a .zip file with folder structure
// nodejs/node_modules/additional files and folders

const basicCustomEntryPoint = async function () { 

    log.info("Starting DynamoDB:listTables canary."); 
     
    let dynamodb = new AWS.DynamoDB(); 
    var params = {}; 
    let request = await dynamodb.listTables(params); 
    try { 
        let response = await request.promise(); 
        log.info("listTables response: " + JSON.stringify(response)); 
    } catch (err) { 
        log.error("listTables error: " + JSON.stringify(err), err.stack); 
        throw err; 
    } 

    return "Successfully completed DynamoDB:listTables canary.";
};

exports.handler = async () => { 
    return await basicCustomEntryPoint();
};

Canary ファイルのパッケージング

Amazon S3 の場所を使用して Canary スクリプトをアップロードする場合、zip ファイルにはフォルダ構
造 nodejs/node_modules/myCanaryFilename.js file にスクリプトが含まれている必要がありま
す。

複数の .js ファイルがある場合や、スクリプトに依存関係がある場合は、それらのすべてを単一の 
ZIP ファイル (フォルダ構造は nodejs/node_modules/myCanaryFilename.js file and other 
folders and files) にバンドルできます。syn-nodejs-puppeteer-3.4 以降を使用している場合
は、オプションで Canary ファイルを別のフォルダーに配置し、次のようなフォルダー構造を作成できま
す: nodejs/node_modules/myFolder/myCanaryFilename.js file and other folders and 
files。

ハンドラー名

スクリプトのエントリポイント (ハンドラー) のファイル名に一致するように、Canary のスクリプ
トのエントリポイントを myCanaryFilename.functionName として設定します。syn-nodejs-
puppeteer-3.4 より前のランタイムを使用している場合は、functionName は handler である必
要があります。syn-nodejs-puppeteer-3.4 以降を使用している場合、ハンドラーとして任意の関
数名を選択できます。syn-nodejs-puppeteer-3.4 以降を使用している場合、オプションで Canary 
を nodejs/node_modules/myFolder/my_canary_filename などの別のフォルダに保存すること
もできます。別のフォルダに保存する場合は、スクリプトエントリポイントでそのパスを指定します 
(myFolder/my_canary_filename.functionName など)。

既存の Puppeteer スクリプトを変更して Synthetics の Canary として使用する

このセクションでは、Puppeteer スクリプトを変更して Synthetics の Canary スクリプトとして実行する
方法について説明します。Puppeteer の詳細については、「Puppeteer API v1.14.0」を参照してくださ
い。

まず、次の Puppeteer スクリプトの例から始めます。
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const puppeteer = require('puppeteer');

(async () => { 
  const browser = await puppeteer.launch(); 
  const page = await browser.newPage(); 
  await page.goto('https://example.com'); 
  await page.screenshot({path: 'example.png'}); 

  await browser.close();
})();

変更の手順は次のとおりです。

• handler 関数を作成してエクスポートします。このハンドラーは、スクリプトのエントリポイント関数
です。syn-nodejs-puppeteer-3.4 より前のランタイムを使用している場合、ハンドラー関数には
handler という名前を付ける必要があります。syn-nodejs-puppeteer-3.4 以降を使用している場
合、関数には任意の名前を付けることができますが、スクリプトで使用されている名前と同じである必
要があります。また、syn-nodejs-puppeteer-3.4 以降を使用している場合は、スクリプトを任意
のフォルダに保存し、そのフォルダをハンドラー名の一部として指定できます。

const basicPuppeteerExample = async function () {};

exports.handler = async () => { 
    return await basicPuppeteerExample();
};

• Synthetics 依存関係を使用します。

var synthetics = require('Synthetics');

• Puppeteer の Page オブジェクトを取得するには、Synthetics.getPage 関数を使用します。

const page = await synthetics.getPage();

Synthetics.getPage 関数から返されるページオブジェクトには、ログ記録用にインストルメント化
された page.on、request、response、および requestfailed の各イベントがあります。ま
た、Synthetics は、ページのリクエストおよびレスポンス用の HAR ファイルの生成を設定し、ページの
送信リクエストのユーザーエージェントヘッダーに Canary ARN を追加します。

これで、スクリプトを Synthetics の Canary として実行できるようになりました。更新されたスクリプト
は次のとおりです。

var synthetics = require('Synthetics');  // Synthetics dependency

const basicPuppeteerExample = async function () { 
    const page = await synthetics.getPage(); // Get instrumented page from Synthetics 
    await page.goto('https://example.com'); 
    await page.screenshot({path: '/tmp/example.png'}); // Write screenshot to /tmp folder
};

exports.handler = async () => {  // Exported handler function  
    return await basicPuppeteerExample();
};

環境変数

Canary を作成する際に環境変数を使用できます。これにより、単一の Canary スクリプトを記述し、その
スクリプトを異なる値で使用して、同様のタスクを持つ複数の Canary をすばやく作成できます。
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例えば、組織が、ソフトウェア開発のさまざまな段階向けに prod、dev、pre-release などのエンドポ
イントを有しており、これらの各エンドポイントをテストするために Canary を作成する必要があるとし
ます。ソフトウェアをテストする 1 つの Canary スクリプトを記述し、3 つの Canary をそれぞれ作成する
ときに、エンドポイント環境変数に異なる値を指定できます。その後、Canary を作成するときに、環境変
数に使用するスクリプトと値を指定します。

環境変数の名前には、文字、数字、およびアンダースコアを使用できます。文字で始まり、少なくとも 2 
文字である必要があります。環境変数の合計サイズは 4 KB を超えることはできません。Lambda の予約
済み環境変数を環境変数の名前として指定することはできません。予約済み環境変数の詳細については、
「ランタイム環境変数」をご参照ください。

Important

環境変数のキーと値は暗号化されません。機密情報は保存しないでください。

次のスクリプト例では、2 つの環境変数を使用しています。このスクリプトは、ウェブページが利用
可能かどうかをチェックする Canary 用です。環境変数を使用して、チェックする URL と、使用する 
CloudWatch Synthetics ログレベルの両方をパラメータ化します。

次の関数は、LogLevel を LOG_LEVEL 環境変数の値に設定します。

 synthetics.setLogLevel(process.env.LOG_LEVEL);

この関数は、URL を URL 環境変数の値に設定します。

const URL = process.env.URL;

これは完全なスクリプトです。このスクリプトを使用して Canary を作成するときは、LOG_LEVEL および
URL 環境変数の値を指定します。

var synthetics = require('Synthetics');
const log = require('SyntheticsLogger');

const pageLoadEnvironmentVariable = async function () { 

    // Setting the log level (0-3) 
    synthetics.setLogLevel(process.env.LOG_LEVEL); 
    // INSERT URL here 
    const URL = process.env.URL; 

    let page = await synthetics.getPage(); 
    //You can customize the wait condition here. For instance, 
    //using 'networkidle2' may be less restrictive. 
    const response = await page.goto(URL, {waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 30000}); 
    if (!response) { 
        throw "Failed to load page!"; 
    } 
    //Wait for page to render. 
    //Increase or decrease wait time based on endpoint being monitored. 
    await page.waitFor(15000); 
    await synthetics.takeScreenshot('loaded', 'loaded'); 
    let pageTitle = await page.title(); 
    log.info('Page title: ' + pageTitle); 
    log.debug('Environment variable:' + process.env.URL); 

    //If the response status code is not a 2xx success code 
    if (response.status() < 200 || response.status() > 299) { 
        throw "Failed to load page!"; 
    }
};
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exports.handler = async () => { 
    return await pageLoadEnvironmentVariable();
};

環境変数をスクリプトに渡す

コンソールで Canary を作成するときに環境変数をスクリプトに渡すには、コンソールの [Environment 
variables] (環境変数) セクションで環境変数のキーと値を指定します。詳細については、「Canary を作成
する (p. 300)」を参照してください。

API または AWS CLI を介して環境変数を渡すには、RunConfig セクションの EnvironmentVariables
パラメータを使用します。以下は、キー Environment とキー Region を持つ 2 つの環境変数を使用する 
Canary を作成する AWS CLI コマンドの例です。

aws synthetics create-canary --cli-input-json '{ 
   "Name":"nameofCanary", 
   "ExecutionRoleArn":"roleArn", 
   "ArtifactS3Location":"s3://cw-syn-results-123456789012-us-west-2", 
   "Schedule":{ 
      "Expression":"rate(0 minute)", 
      "DurationInSeconds":604800 
   }, 
   "Code":{ 
      "S3Bucket": "canarycreation", 
      "S3Key": "cwsyn-mycanaryheartbeat-12345678-d1bd-1234-
abcd-123456789012-12345678-6a1f-47c3-b291-123456789012.zip", 
      "Handler":"pageLoadBlueprint.handler" 
   }, 
   "RunConfig": { 
      "TimeoutInSeconds":60, 
      "EnvironmentVariables": { 
         "Environment":"Production", 
         "Region": "us-west-1" 
      } 
   }, 
   "SuccessRetentionPeriodInDays":13, 
   "FailureRetentionPeriodInDays":13, 
   "RuntimeVersion":"syn-nodejs-2.0"
}'

Canary と他の AWS のサービスとの統合

すべての Canary では AWS SDK ライブラリを使用できます。このライブラリを Canary の作成時に使用
すると、Canary を他の AWS のサービスと統合できます。

これを行うには、Canary に次のコードを追加する必要があります。これらの例では、Canary に統合され
ているサービスとして AWS Secrets Manager が使用されます。

• AWS SDK をインポートします。

const AWS = require('aws-sdk');

• 統合する AWS のサービスのクライアントを作成します。

const secretsManager = new AWS.SecretsManager();

• このクライアントを使用して、サービスへの API コールを行います。

var params = { 
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  SecretId: secretName
};
return await secretsManager.getSecretValue(params).promise();

次の Canary スクリプトのコードスニペットは、Secrets Manager との統合例をより詳細に示していま
す。

var synthetics = require('Synthetics');
const log = require('SyntheticsLogger'); 
  
const AWS = require('aws-sdk');
const secretsManager = new AWS.SecretsManager(); 
  
const getSecrets = async (secretName) => { 
    var params = { 
        SecretId: secretName 
    }; 
    return await secretsManager.getSecretValue(params).promise();
} 
  
const secretsExample = async function () { 
    let URL = "<URL>"; 
    let page = await synthetics.getPage(); 
     
    log.info(`Navigating to URL: ${URL}`); 
    const response = await page.goto(URL, {waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 30000}); 
     
    // Fetch secrets 
    let secrets = await getSecrets("secretname") 
    
    /** 
    * Use secrets to login.  
    * 
    * Assuming secrets are stored in a JSON format like: 
    * { 
    *   "username": "<USERNAME>", 
    *   "password": "<PASSWORD>" 
    * } 
    **/ 
    let secretsObj = JSON.parse(secrets.SecretString); 
    await synthetics.executeStep('login', async function () { 
        await page.type(">USERNAME-INPUT-SELECTOR<", secretsObj.username); 
        await page.type(">PASSWORD-INPUT-SELECTOR<", secretsObj.password); 
         
        await Promise.all([ 
          page.waitForNavigation({ timeout: 30000 }), 
          await page.click(">SUBMIT-BUTTON-SELECTOR<") 
        ]); 
    }); 
    
    // Verify login was successful 
    await synthetics.executeStep('verify', async function () { 
        await page.waitForXPath(">SELECTOR<", { timeout: 30000 }); 
    });
};

exports.handler = async () => { 
    return await secretsExample();
};

Canary に静的 IP アドレスの使用を強制する

静的 IP アドレスを使用するように Canary を設定できます。
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Canary に静的 IP アドレスの使用を強制するには

1. 新しい VPC を作成します。詳細については、「VPC での DNS の使用」を参照してください。
2. 新しいインターネットゲートウェイを作成します。詳細については、「インターネットゲートウェイ

を VPC に追加する」を参照してください。
3. 新しい VPC 内にパブリックサブネットを作成します。
4. 新しいルートテーブルを VPC に追加します。
5. 0.0.0.0/0 からインターネットゲートウェイに向かうルートを、新しいルートテーブルに追加しま

す。
6. 新しいルートテーブルをパブリックサブネットに関連付けます。
7. Elastic IP アドレスを作成します。詳細については、「Elastic IP アドレス」を参照してください。
8. 新しい NAT ゲートウェイを作成し、パブリックサブネットと Elastic IP アドレスに割り当てます。
9. VPC の内部にプライベートサブネットを作成します。
10. 0.0.0.0/0 から NAT ゲートウェイへのルートを VPC デフォルトルートテーブルに追加する
11. Canary を作成します。

Python Canary スクリプトの記述

このスクリプトは、合格して正常な実行となり、文字列を返します。失敗した Canary がどのように見え
るかを確認するには、fail = False を fail = True に変更します

def basic_custom_script(): 
    # Insert your code here 
    # Perform multi-step pass/fail check 
    # Log decisions made and results to /tmp 
    # Be sure to wait for all your code paths to complete  
    # before returning control back to Synthetics. 
    # In that way, your canary will not finish and report success 
    # before your code has finished executing 
    fail = False 
    if fail: 
        raise Exception("Failed basicCanary check.") 
    return "Successfully completed basicCanary checks."
def handler(event, context): 
    return basic_custom_script()

Canary ファイルのパッケージング

複数の .py ファイルがある場合、またはスクリプトに依存関係がある場合は、それらすべてを単一の ZIP 
ファイルにバンドルできます。syn-python-selenium-1.1 ランタイムを使用する場合、ZIP ファイ
ルには、python/my_canary_filename.py などの python フォルダ内にメインの Canary .py ファイ
ルが含まれている必要があります。syn-python-selenium-1.1 以降を使用する場合は、オプション
で、python/myFolder/my_canary_filename.py などの別のフォルダを使用できます。

この ZIP ファイルには、必要なすべてのフォルダとファイルが含まれている必要がありますが、他のファ
イルは python フォルダ内にある必要はありません。

スクリプトのエントリポイントのファイル名および関数名に一致するように、Canary のスクリプト
のエントリポイントを my_canary_filename.functionName として設定します。syn-nodejs-
selenium-1.0 ランタイムを使用している場合は、functionName は handler である必要がありま
す。syn-nodejs-selenium-1.1 以降を使用している場合、このハンドラー名の制限は適用されませ
ん。また、オプションで Canary を python/myFolder/my_canary_filename.py などの別のフォルダ
に保存することもできます。別のフォルダに保存する場合は、スクリプトエントリポイントでそのパスを
指定します (myFolder/my_canary_filename.functionName など)。
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Synthetics Canary を使用するようにするための既存の Selenium の変更
Canary として使用するために、Python と Selenium の既存のスクリプトをすばやく変更できま
す。Selenium の詳細については、www.selenium.dev/ をご参照ください。

この例では、次の Selenium スクリプトから始めます。

from selenium import webdriver

def basic_selenium_script(): 
    browser = webdriver.Chrome() 
    browser.get('https://example.com') 
    browser.save_screenshot('loaded.png')

basic_selenium_script()

変更の手順は次のとおりです。

Selenium スクリプトを Canary として使用するように変換するには

1. aws_synthetics モジュールから Selenium を使用するように import ステートメントを変更しま
す。

from aws_synthetics.selenium import synthetics_webdriver as webdriver

aws_synthetics の Selenium モジュールは、Canary がメトリクスとログを出力し、HAR ファイル
を生成し、他の CloudWatch Synthetics 機能で動作することを保証します。

2. ハンドラ関数を作成し、Selenium メソッドを呼び出します。このハンドラーは、スクリプトのエント
リポイント関数です。

syn-python-selenium-1.0 を使用している場合、ハンドラー関数には handler という名前を付
ける必要があります。syn-python-selenium-1.1 以降を使用している場合、関数には任意の名
前を付けることができますが、スクリプトで使用されている名前と同じである必要があります。ま
た、syn-python-selenium-1.1 以降を使用している場合は、スクリプトを任意のフォルダに保存
し、そのフォルダをハンドラー名の一部として指定できます。

def handler(event, context): 
    basic_selenium_script()

これで、スクリプトが CloudWatch Synthetics Canary に更新されました。更新されたスクリプトは次のと
おりです。

from aws_synthetics.selenium import synthetics_webdriver as webdriver

def basic_selenium_script(): 
    browser = webdriver.Chrome() 
    browser.get('https://example.com') 
    browser.save_screenshot('loaded.png')

def handler(event, context): 
    basic_selenium_script()

Canary スクリプト用のライブラリ関数
CloudWatch Synthetics には複数の組み込みクラスおよび関数が用意されており、これらを Node.js スクリ
プトの作成時に呼び出して Canary として使用できます。
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UI Canary と API Canary の両方に適用されるものもあります。他の関数は UI Canary にのみ適用されま
す。UI Canary は getPage() 関数を使用する Canary であり、Puppeteer をウェブドライバーとして使用
することで、ウェブページをナビゲートしたり操作したりします。

トピック
• Node.js Canary スクリプト用のライブラリ関数 (p. 330)
• Selenium を使用する Python Canary スクリプトで利用可能なライブラリ関数 (p. 353)

Node.js Canary スクリプト用のライブラリ関数

このセクションでは、Node.js Canary スクリプトで使用できるライブラリ関数の一覧を示しています。

トピック
• すべての Canary に適用される Node.js ライブラリクラスおよび関数 (p. 330)
• UI Canary のみに適用される Node.js ライブラリクラスおよび関数 (p. 343)
• API Canary のみに適用されるライブラリクラスおよび関数 (p. 351)

すべての Canary に適用される Node.js ライブラリクラスおよび関数

以下の Node.js 用の CloudWatch Synthetics ライブラリ関数は、すべての Canary について有用です。

トピック
• Synthetics クラス (p. 330)
• SyntheticsConfiguration クラス (p. 331)
• Synthetics logger (p. 340)
• SyntheticsLogHelper クラス (p. 341)

Synthetics クラス

すべての Canary の次の関数は、Synthetics クラスにあります。

addExecutionError(errorMessage, ex);

errorMessage はエラーの詳細を示し、ex は発生した例外を示します

addExecutionError を使用すると、Canary の実行エラーを設定できます。これにより、スクリプトの
実行を中断することなく Canary を失敗させることができます。また、successPercent メトリクスにも
影響を与えません。

Canary スクリプトの成功または失敗を確認するために重要でない場合にのみ、エラーを実行エラーとして
追跡するようにします。

addExecutionError の使用例を次に示します。ここでは、エンドポイントの可用性をモニターリング
しながら、ページが読み込まれた後にスクリーンショットを取得しています。スクリーンショットの作成
に失敗したとしても、エンドポイントの可用性が判断されるわけではないため、スクリーンショットの作
成中に発生したすべてのエラーは、キャッチした上で実行エラーとして追加します。可用性に関するメト
リックスには、依然としてエンドポイントが起動し実行中であることが示されていますが、Canary のス
テータスは失敗としてマークされています。次に示すコードブロックのサンプルでは、このようなエラー
をキャッチし、実行エラーとして追加します。

try { 
        await synthetics.takeScreenshot(stepName, "loaded"); 
    } catch(ex) { 
        synthetics.addExecutionError('Unable to take screenshot ', ex); 
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    }

getCanaryName();

Canary の名前を返します。

getRuntimeVersion();

この関数は、ランタイムバージョン syn-nodejs-puppeteer-3.0 以降で使用できます。これ
は、Canary の Synthetics ランタイムバージョンを返します。例えば、戻り値は syn-nodejs-
puppeteer-3.0 になる可能性があります。

getLogLevel ();

Synthetics ライブラリの現在のログレベルを取得します。取り得る値には以下のものがあります。

• 0 – デバッグ
• 1 – 情報
• 2 – 警告
• 3 – エラー

例:

let logLevel = synthetics.getLogLevel();

setLogLevel();

Synthetics ライブラリのログレベルを設定します。取り得る値には以下のものがあります。

• 0 – デバッグ
• 1 – 情報
• 2 – 警告
• 3 – エラー

例:

synthetics.setLogLevel(0);

SyntheticsConfiguration クラス

このクラスは、syn-nodejs-2.1 ランタイムバージョン以降でのみ使用できます。

SyntheticsConfiguration クラスを使用して、Synthetics ライブラリ関数の動作を設定できます。例えば、
このクラスを使用して、スクリーンショットをキャプチャしないように executeStep() 関数を設定でき
ます。

CloudWatch Synthetics の設定をグローバルレベルで設定できます。これは、Canary のすべてのステップ
に適用されます。設定キーと値のペアを渡して、これらの設定をステップレベルで上書きすることもでき
ます。

ステップレベルでオプションを渡すことができます。例については、「async executeStep(stepName, 
functionToExecute, [stepConfig]); (p. 344)」および「executeHttpStep(stepName, requestOptions, 
[callback], [stepConfig]) (p. 351)」を参照してください

関数の定義:
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setConfig(options)

options はオブジェクトです。これは Canary の設定可能なオプションのセットです。以下のセクション
では、options で使用し得るフィールドについて説明します。

すべての Canary の setConfig(options)

syn-nodejs-puppeteer-3.2 以降の Canary では、setConfig の (オプション) に、次のパラメータを含
めることができます。

• includeRequestHeaders (ブール値) – レポートにリクエストヘッダーを含めるかどうか。デフォルト
は false です。

• includeResponseHeaders (ブール値) – レポートにレスポンスヘッダーを含めるかどうか。デフォル
トは false です。

• restrictedHeaders(配列) – ヘッダーが含まれている場合に無視するヘッダー値のリスト。これは、
リクエストヘッダーとレスポンスヘッダーの両方に適用されます。例えば、includeRequestHeaders を
true として、restrictedHeaders を ['Authorization'] として渡すことで、認証情報を非表示にする
ことができます。

• includeRequestBody (ブール値) – レポートにリクエスト本文を含めるかどうか。デフォルトは
false です。

• includeResponseBody (ブール値) – レポートにレスポンス本文を含めるかどうか。デフォルト:
false。

CloudWatch メトリクスに関する setConfig (オプション)

syn-nodejs-puppeteer-3.1 以降を使用する Canary の場合、setConfig の (options) には、Canary に
よって発行されるメトリクスを決定する次のブール値パラメータを含めることができます。これらの各オ
プションのデフォルトは true です。aggregated で始まるオプションは、CanaryName ディメンショ
ンなしでメトリクスを出力するかどうかを決定します。これらのメトリクスを使用して、すべての Canary 
の集計結果を確認できます。その他のオプションは、CanaryName ディメンションを含むメトリクスを出
力するかどうかを決定します。これらのメトリクスを使用して、個々の Canary の結果を確認できます。

Canary から発行される CloudWatch メトリクスのリストについては、「Canary によって発行される 
CloudWatch メトリクス (p. 376)」を参照してください。

• failedCanaryMetric (ブール値) – この Canary の Failed メトリクス (CanaryName ディメンショ
ンを含む) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• failedRequestsMetric (ブール値) – この Canary の Failed requests メトリクス (CanaryName
ディメンションを含む) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• _2xxMetric (ブール値) – この Canary の 2xx メトリクス (CanaryName ディメンションを含む) を出
力するかどうか。デフォルトは true です。

• _4xxMetric (ブール値) – この Canary の 4xx メトリクス (CanaryName ディメンションを含む) を出
力するかどうか。デフォルトは true です。

• _5xxMetric (ブール値) – この Canary の 5xx メトリクス (CanaryName ディメンションを含む) を出
力するかどうか。デフォルトは true です。

• stepDurationMetric (ブール値) – この Canary の Step duration メトリクス (CanaryName
StepName ディメンションを含む) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• stepSuccessMetric (ブール値) – この Canary の Step success メトリクス (CanaryName
StepName ディメンションを含む) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• aggregatedFailedCanaryMetric (ブール値) – この Canary の Failed メトリクス (CanaryName
ディメンションを含まない) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• aggregatedFailedRequestsMetric (ブール値) – この Canary の Failed Requests メトリクス 
(CanaryName ディメンションを含まない) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

332



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Canary を作成する

• aggregated2xxMetric (ブール値) – この Canary の 2xx メトリクス (CanaryName ディメンションを
含まない) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• aggregated4xxMetric (ブール値) – この Canary の 4xx メトリクス (CanaryName ディメンションを
含まない) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• aggregated5xxMetric (ブール値) – この Canary の 5xx メトリクス (CanaryName ディメンションを
含まない) を出力するかどうか。デフォルト: true。

• visualMonitoringSuccessPercentMetric (ブール値) – この Canary の
visualMonitoringSuccessPercent メトリクスを出力するかどうか。デフォルト: true。

• visualMonitoringTotalComparisonsMetric (ブール値) – この Canary の
visualMonitoringTotalComparisons メトリクスを出力するかどうか。デフォルト: false。

• stepsReport(ブール値) — ステップ実行サマリーをレポートするかどうか。デフォルト: true。
• includeUrlPassword(ブール値) — URL に表示されるパスワードを含めるかどうか。デフォルトで

は、機密データの開示を防ぐために、URL に表示されるパスワードはログとレポートで墨消しされま
す。デフォルト: false。

• restrictedUrlParameters (配列)— 編集する URL パスまたはクエリパラメータのリスト。これは、
ログ、レポート、エラーに表示される URL に適用されます。パラメータ名では大文字と小文字が区別さ
れます。アスタリスク (*) を値として渡すと、すべての URL パスおよびクエリパラメータ値を墨消しで
きます。デフォルトは、空白の配列です。

• logRequest（ブール値）-すべてのリクエストを Canary ログに記録するかどうか。UI Canary の場
合、ブラウザから送信された各リクエストがログに記録されます。デフォルト: true。

• logResponse（ブール値）-すべてのレスポンスを Canary ログに記録するかどうか。UI Canary の場
合、ブラウザが受信したすべてのレスポンスをログに記録します。デフォルト: true。

• logRequestBody（ブール値）-リクエスト本文を Canary ログのリクエストとともに記録するかどう
か。この設定は、logRequest が true である場合にのみ適用されます。デフォルト: false。

• logResponseBody（ブール値）-レスポンス本文を Canary ログのレスポンスとともに記録するかどう
か。この設定は、logResponse が true である場合にのみ適用されます。デフォルト: false。

• logRequestHeaders（ブール値）-リクエストヘッダーを Canary ログのリクエストとともに記録する
かどうか。この設定は、logRequest が true である場合にのみ適用されます。デフォルト: false。

includeRequestHeaders は、アーティファクトのヘッダーを有効にすることに注意してください。
• logResponseHeaders（ブール値）-レスポンスヘッダーを Canary ログのレスポンスとともに記録

するかどうか。この設定は、logResponse が true である場合にのみ適用されます。デフォルト:
false。

includeResponseHeaders は、アーティファクトのヘッダーを有効にすることに注意してください。

Note

Duration メトリクスと SuccessPercent メトリクスは、CanaryName メトリクスの有無にか
かわらず、常に各 Canary について出力されます。

メトリクスを有効または無効にする方法

disableAggregatedRequestMetrics()

Canary が CanaryName ディメンションなしで出力されるすべてのリクエストメトリクスを出力するのを
無効にします。

disableRequestMetrics()

Canary ごとのメトリクスとすべての Canary で集計されたメトリクスの両方を含む、すべてのリクエスト
メトリクスを無効にします。

disableStepMetrics()
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ステップ成功メトリクスとステップ期間メトリクスの両方を含む、すべてのステップメトリクスを無効に
します。

enableAggregatedRequestMetrics()

Canary が CanaryName ディメンションなしで出力されるすべてのリクエストメトリクスを送信できるよ
うにします。

enableRequestMetrics()

Canary ごとのメトリクスとすべての Canary で集計されたメトリクスの両方を含む、すべてのリクエスト
メトリクスを有効にします。

enableStepMetrics()

ステップ成功メトリクスとステップ期間メトリクスの両方を含む、すべてのステップメトリクスを有効に
します。

get2xxMetric()

Canary が CanaryName ディメンションを含む 2xx メトリクスを出力するかどうかを返します。

get4xxMetric()

Canary が CanaryName ディメンションを含む 4xx メトリクスを出力するかどうかを返します。

get5xxMetric()

Canary が CanaryName ディメンションを含む 5xx メトリクスを出力するかどうかを返します。

getAggregated2xxMetric()

Canary がディメンションを含まない 2xx メトリクスを出力するかどうかを返します。

getAggregated4xxMetric()

Canary がディメンションを含まない 4xx メトリクスを出力するかどうかを返します。

getAggregatedFailedCanaryMetric()

Canary がディメンションを含まない Failed メトリクスを出力するかどうかを返します。

getAggregatedFailedRequestsMetric()

Canary がディメンションを含まない Failed requests メトリクスを出力するかどうかを返します。

getAggregated5xxMetric()

Canary がディメンションを含まない 5xx メトリクスを出力するかどうかを返します。

getFailedCanaryMetric()

Canary が CanaryName ディメンションを含む Failed メトリクスを出力するかどうかを返します。

getFailedRequestsMetric()

Canary が CanaryName ディメンションを含む Failed requests メトリクスを出力するかどうかを返し
ます。

getStepDurationMetric()
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Canary がこの Canary に対して CanaryName ディメンションを含む Duration メトリクスを出力するか
どうかを返します。

getStepSuccessMetric()

Canary がこの Canary に対して CanaryName ディメンションを含む StepSuccess メトリクスを出力す
るかどうかを返します。

with2xxMetric(_2xxMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して 2xx ディメンションを持つ CanaryName
メトリクスを出力するかどうかを指定します。

with4xxMetric(_4xxMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して 4xx ディメンションを持つ CanaryName
メトリクスを出力するかどうかを指定します。

with5xxMetric(_5xxMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して 5xx ディメンションを持つ CanaryName
メトリクスを出力するかどうかを指定します。

withAggregated2xxMetric(aggregated2xxMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない 2xx メトリク
スを出力するかどうかを指定します。

withAggregated4xxMetric(aggregated4xxMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない 4xx メトリク
スを出力するかどうかを指定します。

withAggregated5xxMetric(aggregated5xxMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない 5xx メトリク
スを出力するかどうかを指定します。

withAggregatedFailedCanaryMetric(aggregatedFailedCanaryMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない Failed メト
リクスを出力するかどうかを指定します。

withAggregatedFailedRequestsMetric(aggregatedFailedRequestsMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない Failed 
requests メトリクスを出力するかどうかを指定します。

withFailedCanaryMetric(failedCanaryMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して Failed ディメンションを持つ
CanaryName メトリクスを出力するかどうかを指定します。

withFailedRequestsMetric(failedRequestsMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して Failed requests ディメンションを持
つ CanaryName メトリクスを出力するかどうかを指定します。

withStepDurationMetric(stepDurationMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して Duration ディメンションを持つ
CanaryName メトリクスを出力するかどうかを指定します。
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withStepSuccessMetric(stepSuccessMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して StepSuccess ディメンションを持つ
CanaryName メトリクスを出力するかどうかを指定します。

他の機能を有効または無効にする方法

withHarFile()

この Canary の HAR ファイルを作成するかどうかを指定するブール値の引数を受け入れます。

withStepsReport()

この Canary のステップ実行サマリをレポートするかどうかを指定するブール値の引数を受け入れます。

withIncludeUrlPassword()

ログおよびレポートの URL に表示されるパスワードを含めるかどうかを指定するブール値の引数を受け入
れます。

withRestrictedUrlParameters()

編集する URL パスまたはクエリパラメータの配列を受け入れます。これは、ログ、レポート、エラーに表
示される URL に適用されます。アスタリスク (*) を値として渡すと、すべての URL パスおよびクエリパ
ラメータ値を墨消しできます。

withLogRequest()

Canary のログにすべてのリクエストを記録するかどうかを指定するブール値の引数を受け入れます。

withLogResponse()

Canary のログにすべてのレスポンスを記録するかどうかを指定するブール値の引数を受け入れます。

withLogRequestBody()

Canary のログにすべてのリクエスト本文を記録するかどうかを指定するブール値の引数を受け入れます。

withLogResponseBody()

Canary のログにすべてのレスポンス本文を記録するかどうかを指定するブール値の引数を受け入れます。

withLogRequestHeaders()

Canary のログにすべてのリクエストヘッダーを記録するかどうかを指定するブール値の引数を受け入れま
す。

withLogResponseHeaders()

Canary のログにすべてのレスポンスヘッダーを記録するかどうかを指定するブール値の引数を受け入れま
す。

getHarFile()

Canary が HAR ファイルを作成するかどうかを返します。

getStepsReport()

Canary がステップ実行サマリをレポートするかどうかを返します。

getIncludeUrlPassword()
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ログおよびレポートの URL に表示されるパスワードを、Canary に含めるかどうかを返します。

getRestrictedUrlParameters()

Canary が URL パスまたはクエリパラメータを編集するかどうかを返します。

getLogRequest()

Canary が Canary ログ内のすべてのリクエストを記録するかどうかを返します。

getLogResponse()

Canary が Canary ログ内のすべてのレスポンスを記録するかどうかを返します。

getLogRequestBody()

Canary が Canary ログ内のすべてのリクエスト本文を記録するかどうかを返します。

getLogResponseBody()

Canary が Canary ログ内のすべてのレスポンス本文を記録するかどうかを返します。

getLogRequestHeaders()

Canary が Canary ログ内のすべてのリクエストヘッダーを記録するかどうかを返します。

getLogResponseHeaders()

Canary が Canary ログ内のすべてのレスポンスヘッダーを記録するかどうかを返します。

すべての Canary の関数

• withIncludeRequestHeaders(includeRequestHeaders)
• withIncludeResponseHeaders(includeResponseHeaders)
• withRestrictedHeaders(restrictedHeaders)
• withIncludeRequestBody(includeRequestBody)
• withIncludeResponseBody(includeResponseBody)
• enableReportingOptions() – すべてのレポートオプションを有効にします--

includeRequestHeaders、includeResponseHeaders、includeRequestBody、および
includeResponseBody。

• disableReportingOptions() – すべてのレポートオプションを無効にします--
includeRequestHeaders、includeResponseHeaders、includeRequestBody、および
includeResponseBody。

UI Canary の setConfig(options)

UI Canary の場合、setConfig には次のブール値のパラメータを含めることができます。

• continueOnStepFailure (ブール値) – ステップが失敗した後も Canary スクリプトの実行を続行する
かどうか (これは executeStep 関数を参照します)。いずれかのステップが失敗しても、Canary 実行は失
敗としてマークされます。デフォルトは false です。

• harFile(ブール値) — HAR ファイルを作成するかどうか。デフォルトは True です。
• screenshotOnStepStart (ブール値) – ステップを開始する前にスクリーンショットを作成するかどう

か。
• screenshotOnStepSuccess (ブール値) – ステップが正常に完了した後にスクリーンショットを作成

するかどうか。
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• screenshotOnStepFailure (ブール値) – ステップが失敗した後にスクリーンショットを作成するか
どうか。

スクリーンショットを有効または無効にする方法

disableStepScreenshots()

すべてのスクリーンショットオプション 
(screenshotOnStepStart、screenshotOnStepSuccess、screenshotOnStepFailure) を無効にします。

enableStepScreenshots()

すべてのスクリーンショットオプション 
(screenshotOnStepStart、screenshotOnStepSuccess、screenshotOnStepFailure) を有効にします。デ
フォルトでは、これらすべてのメソッドが有効になります。

getScreenshotOnStepFailure()

ステップが失敗した後、Canary がスクリーンショットを作成するかどうかを返します。

getScreenshotOnStepStart()

Canary がステップを開始する前にスクリーンショットを作成するかどうかを返します。

getScreenshotOnStepSuccess()

Canary がステップを正常に完了した後にスクリーンショットを作成するかどうかを返します。

withScreenshotOnStepStart(screenshotOnStepStart)

ステップを開始する前にスクリーンショットを作成するかどうかを示すブール値の引数を受け入れます。

withScreenshotOnStepSuccess(screenshotOnStepSuccess)

ステップを正常に完了した後にスクリーンショットを作成するかどうかを示すブール値の引数を受け入れ
ます。

withScreenshotOnStepFailure(screenshotOnStepFailure)

ステップが失敗した後にスクリーンショットを作成するかどうかを示すブール値の引数を受け入れます。

UI Canary での使用

まず、Synthetics 依存関係をインポートし、設定を取得します。

// Import Synthetics dependency
const synthetics = require('Synthetics');

// Get Synthetics configuration
const synConfig = synthetics.getConfiguration();

次に、以下のいずれかのオプションを使用して setConfig メソッドを呼び出すことで、各オプションの設
定を行います。

// Set configuration values 
    synConfig.setConfig({ 
        screenshotOnStepStart: true,  
        screenshotOnStepSuccess: false, 
        screenshotOnStepFailure: false 
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    });

または

synConfig.withScreenshotOnStepStart(false).withScreenshotOnStepSuccess(true).withScreenshotOnStepFailure(true)

すべてのスクリーンショットを無効にするには、次の例のように disableStepScreenshots() 関数を使用し
ます。

synConfig.disableStepScreenshots();

コード内の任意の個所でスクリーンショットを有効または無効にすることができます。例えば、1 つのス
テップでのみスクリーンショットを無効にするには、そのステップを実行する前にスクリーンショットを
無効にしてステップの実行後に有効にします。

API Canary の setConfig(options)

API Canary の場合、setConfig には次のブール値のパラメータを含めることができます。

• continueOnHttpStepFailure (ブール値) – HTTP ステップが失敗した後も Canary スクリプトの実
行を続行するかどうか (これは executeHttpStep 関数を参照します)。いずれかのステップが失敗して
も、Canary 実行は失敗としてマークされます。デフォルトは true です。

ビジュアルモニターリング

ビジュアルモニターリングは、Canary 実行中に撮影されたスクリーンショットと、ベースライン Canary 
実行中に撮影されたスクリーンショットを比較します。2 つのスクリーンショットの不一致がしきい値の
パーセンテージを超えると、Canary は失敗し、Canary 実行レポートで色の違いが強調表示されている領
域を確認できます。ビジュアルモニターリングは、syn-puppeteer-node-3.2 以降で実行中の Canary でサ
ポートされています。Python と Selenium を実行している Canary では現在サポートされていません。

ビジュアルモニターリングを有効にするには、Canary スクリプトに次のコード行を追加します。詳細につ
いては、「SyntheticsConfiguration クラス (p. 331)」を参照してください。

syntheticsConfiguration.withVisualCompareWithBaseRun(true);

この行がスクリプトに追加された後に初めて Canary が正常に実行されると、その実行中に撮影されたス
クリーンショットが比較のベースラインとして使用されます。最初に Canary を実行した後、CloudWatch 
コンソールを使用して Canary を編集して、次のいずれかの操作を行うことができます。

• Canary の次の実行を新しいベースラインとして設定する。
• 現在のベースラインスクリーンショットに境界を描画し、ビジュアル比較時に無視するスクリーン

ショットの領域を指定する。
• スクリーンショットをビジュアルモニターリングに使用しないようにする。

CloudWatch コンソールを使用して Canary を編集する方法の詳細については、 「Canary を編集または削
除する (p. 378)」を参照してください。

ビジュアルモニターリングのその他のオプション

syntheticsConfiguration.withVisualVarianceThresholdPercentage(desiredPercentage)

ビジュアル比較におけるスクリーンショットの差異の許容パーセンテージを設定します。

syntheticsConfiguration.withVisualVarianceHighlightHexColor("#fafa00")
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ビジュアルモニターリングを使用する Canary 実行レポートを表示するときに、分散領域を指定するハイ
ライト色を設定します。

syntheticsConfiguration.withFailCanaryRunOnVisualVariance(failCanary)

しきい値を超える視覚的な違いがある場合に、Canary が失敗するかどうかを設定します。デフォルトで
は、Canary は失敗します。

Synthetics logger

SyntheticsLogger は、コンソールと、同じログレベルのローカルログファイルの両方にログを書き込みま
す。このログファイルは、ログレベルが、呼び出されたログ関数の該当するログ記録レベル以下である場
合にのみ、両方の場所に書き込まれます。

ローカルログファイルのログ記録ステートメントには、呼び出された関数のログレベルに合わせて
「DEBUG:」や「INFO:」などが先頭に追加されます。

SyntheticsLogger は、Synthetics Canary ログ記録と同じログレベルで Synethetics ライブラリを実行する
場合に使用できます。

S3 の結果の場所にアップロードされるログファイルを作成する場合、SyntheticsLogger を使用する必要は
ありません。代わりに、別のログファイルを /tmp フォルダ内に作成できます。/tmp フォルダ内に作成
したファイルは、アーティファクトとして S3 の結果の場所にアップロードされます。

Synthetics Library logger を使用するには:

const log = require('SyntheticsLogger');

有用な関数定義:

log.debug(message, ex);

パラメータ: message はログに記録するメッセージです。ex はログに記録する例外 (ある場合) です。

例:

log.debug("Starting step - login.");

log.error(message, ex);

パラメータ: message はログに記録するメッセージです。ex はログに記録する例外 (ある場合) です。

例:

try { 
  await login();
catch (ex) { 
  log.error("Error encountered in step - login.", ex);
}

log.info(message, ex);

パラメータ: message はログに記録するメッセージです。ex はログに記録する例外 (ある場合) です。

例:

log.info("Successfully completed step - login.");
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log.log(message, ex);

これは log.info のエイリアスです。

パラメータ: message はログに記録するメッセージです。ex はログに記録する例外 (ある場合) です。

例:

 log.log("Successfully completed step - login.");

log.warn(message, ex);

パラメータ: message はログに記録するメッセージです。ex はログに記録する例外 (ある場合) です。

例:

log.warn("Exception encountered trying to publish CloudWatch Metric.", ex);

SyntheticsLogHelper クラス

SyntheticsLogHelper クラスは、ランタイム syn-nodejs-puppeteer-3.2 以降で利用可能です。
これは CloudWatch Synthetics ライブラリですでに初期化されており、Synthetics 構成で設定されていま
す。スクリプトに依存関係としてこれを追加できます。このクラスを使用すると、URL、ヘッダー、およ
びエラーメッセージをサニタイズして、機密情報を編集できます。

Note

Synthetics は、Synthetics の構成設定 restrictedUrlParameters に基づいて、ロ
グ、レポート、HAR ファイル、および Canary 実行エラーに含める前に、ログに記録さ
れるすべての URL とエラーメッセージをサニタイズします。getSanitizedUrl または
getSanitizedErrorMessage は、スクリプトに URL またはエラーを記録している場合に
のみ使用できます。Synthetics は、スクリプトによってスローされた Canary エラーを除い
て、Canary アーティファクトを保存しません。Canary 実行アーティファクトは、顧客アカ
ウントに保存されます。詳細については、「Synthetics Canary のセキュリティ上の考慮事
項 (p. 1247)」を参照してください。

getSanitizedUrl(url, stepConfig = null)

この関数は、syn-nodejs-puppeteer-3.2 以降で使用できます。これは、設定に基づいてサニタイズ
された URL 文字列を返します。プロパティ restrictedUrlParameters1を設定することで、パスワー
ドや access_token などの機密性の高い URL を編集するように選択できます。デフォルトでは、URL 内
のパスワードは編集できます。URL パスワードを有効にするには、必要に応じて includeUrlPassword
を true に設定します。

渡された URL が有効な URL でない場合、この関数は、エラーをスローします。

パラメータ

• url は文字列で、サニタイズする URL です。
• stepConfig (オプション) この関数のグローバル Synthetics 設定を上書きします。もし stepConfig

が渡されない場合、グローバル設定を使用して URL をサニタイズします。

例

この例では、次のサンプル URL を使用しています: https://example.com/learn/home?
access_token=12345&token_type=Bearer&expires_in=1200。この例では、access_token に
は、記録すべきではない機密情報が含まれています。Synthetics サービスは、Canary 実行 Artifact を保存
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しないことに注意してください。ログ、スクリーンショット、レポートなどの Artifact は、すべてカスタ
マーアカウントの Amazon S3 バケットに保存されます。

最初のステップでは、Synthetics の構成を設定します。

// Import Synthetics dependency
const synthetics = require('Synthetics');

// Import Synthetics logger for logging url
const log = require('SyntheticsLogger');

// Get Synthetics configuration
const synConfig = synthetics.getConfiguration();

// Set restricted parameters
synConfig.setConfig({ 
   restrictedUrlParameters: ['access_token'];
});

次に、URL をサニタイズしてログに記録します

// Import SyntheticsLogHelper dependency
const syntheticsLogHelper = require('SyntheticsLogHelper');

const sanitizedUrl = synthetics.getSanitizedUrl('https://example.com/learn/home?
access_token=12345&token_type=Bearer&expires_in=1200');

これは、Canary ログに次のように記録されます。

My example url is: https://example.com/learn/home?
access_token=REDACTED&token_type=Bearer&expires_in=1200

次の例のように、Synthetics 設定オプションを含むオプションのパラメータを渡すことによって、URL の 
Synthetics 設定を上書きできます。

const urlConfig = { 
   restrictedUrlParameters = ['*']
};
const sanitizedUrl = synthetics.getSanitizedUrl('https://example.com/learn/home?
access_token=12345&token_type=Bearer&expires_in=1200', urlConfig);
logger.info('My example url is: ' + sanitizedUrl);

上記の例では、すべてのクエリパラメータを編集し、次のように記録されています。

My example url is: https://example.com/learn/home?
access_token=REDACTED&token_type=REDACTED&expires_in=REDACTED

getSanitizedErrorMessage

この関数は、syn-nodejs-puppeteer-3.2 以降で使用できます。これは、Synthetics の設定に基づいて
存在するすべての URL をサニタイズすることによって、サニタイズされたエラー文字列を返します。この
関数を呼び出すときに、オプションのstepConfig パラメータを渡すことで、グローバル Synthetics 設定
をオーバーライドするように選択できます。

パラメータ

• error はサニタイズするエラーです。Error オブジェクトまたは文字列にすることができます。
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• stepConfig (オプション) この関数のグローバル Synthetics 設定を上書きします。もし stepConfig
が渡されない場合、グローバル設定を使用して URL をサニタイズします。

例

この例では、次のエラーを使用しています: Failed to load url: https://example.com/learn/
home?access_token=12345&token_type=Bearer&expires_in=1200

最初のステップでは、Synthetics の構成を設定します。

// Import Synthetics dependency
const synthetics = require('Synthetics');

// Import Synthetics logger for logging url
const log = require('SyntheticsLogger');

// Get Synthetics configuration
const synConfig = synthetics.getConfiguration();

// Set restricted parameters
synConfig.setConfig({ 
   restrictedUrlParameters: ['access_token'];
});

次に、サニタイズしてエラーメッセージをログに記録します

// Import SyntheticsLogHelper dependency
const syntheticsLogHelper = require('SyntheticsLogHelper');

try { 
   // Your code which can throw an error containing url which your script logs
} catch (error) { 
    const sanitizedErrorMessage = synthetics.getSanitizedErrorMessage(errorMessage); 
    logger.info(sanitizedErrorMessage);
}

これは、Canary ログに次のように記録されます。

Failed to load url: https://example.com/learn/home?
access_token=REDACTED&token_type=Bearer&expires_in=1200

getSanitizedHeaders(headers, stepConfig=null)

この関数は、syn-nodejs-puppeteer-3.2 以降で使用できます。これ
は、syntheticsConfiguration の restrictedHeaders プロパティに基づいてサニタイズされた
ヘッダーを返します。restrictedHeaders プロパティで指定されたヘッダーは、ログ、HAR ファイ
ル、およびレポートから編集されます。

パラメータ

• headers は、サニタイズするヘッダーを含むオブジェクトです。
• stepConfig (オプション) この関数のグローバル Synthetics 設定を上書きします。stepConfig が渡

されない場合、グローバル設定を使用してヘッダーをサニタイズします。

UI Canary のみに適用される Node.js ライブラリクラスおよび関数

Node.js 用の次の CloudWatch Synthetics ライブラリ関数は、UI の Canary にのみ適用されます。
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トピック
• Synthetics クラス (p. 344)
• BrokenLinkCheckerReport クラス (p. 348)
• SyntheticsLink クラス (p. 350)

Synthetics クラス

Synthetics クラスには、次の関数が含まれます。

async addUserAgent(page, userAgentString);

この関数は、指定されたページの user-agent ヘッダーに userAgentString を追加します。

例:

await synthetics.addUserAgent(page, "MyApp-1.0");

ページの user-agent ヘッダーが browsers-user-agent-header-valueMyApp-1.0 に設定されます。

async executeStep(stepName, functionToExecute, [stepConfig]);

指定されたステップを実行します。ステップは、開始/合格/失敗のログ記録、開始/合格/失敗のスクリーン
ショット、合格/失敗と所要時間のメトリクスでラップされます。

Note

syn-nodejs-2.1 以降のランタイムを使用している場合は、スクリーンショットを作成するかど
うかと、作成するタイミングを設定できます。詳細については、「SyntheticsConfiguration クラ
ス (p. 331)」を参照してください。

executeStep 関数は、次のことも行います。

• ステップが開始されたことをログに記録します。
• <stepName>-starting という名前でスクリーンショットを作成します。
• タイマーを開始します。
• 指定された関数を実行します。
• 関数が正常に戻ると、合格としてカウントします。関数がスローされると、失敗としてカウントしま

す。
• タイマーを終了します。
• ステップが合格したか失敗したかをログに記録します。
• <stepName>-succeeded や <stepName>-failed という名前でスクリーンショットを作成します。
• stepName SuccessPercent メトリクスを出力します。合格の場合は 100、不合格の場合は 0 です。
• stepName Duration メトリクスを出力します。値は、ステップの開始時刻と終了時刻に基づきます。
• 最後に、functionToExecute から返された内容を返し、functionToExecute からスローされた内

容を再スローします。

Canary が syn-nodejs-2.0 ランタイム以降を使用する場合、この関数はステップ実行の要約を Canary 
のレポートに追加します。要約には、開始時刻、終了時刻、ステータス (PASSED/FAILED)、エラーの理
由（エラーの場合）、各ステップの実行中にキャプチャされたスクリーンショットなど、各ステップの詳
細が含まれます。

例:

await synthetics.executeStep('navigateToUrl', async function (timeoutInMillis = 30000) { 
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           await page.goto(url, {waitUntil: ['load', 'networkidle0'], timeout: 
 timeoutInMillis});});

レスポンス:

functionToExecute から返された内容を返します。

syn-nodejs-2.2 を使用した更新

syn-nodejs-2.2 を使用して開始し、オプションでステップ設定を渡して、ステップレベルで 
CloudWatch Synthetics 設定を上書きできます。executeStep に渡すことができるオプションのリストに
ついては、「SyntheticsConfiguration クラス (p. 331)」を参照してください。

次の例では、continueOnStepFailure のデフォルトの false 設定を true に上書きし、スクリーン
ショットをいつ取得するかを指定します。

var stepConfig = { 
    'continueOnStepFailure': true, 
    'screenshotOnStepStart': false, 
    'screenshotOnStepSuccess': true, 
    'screenshotOnStepFailure': false
}

await executeStep('Navigate to amazon', async function (timeoutInMillis = 30000) { 
      await page.goto(url, {waitUntil: ['load', 'networkidle0'], timeout: 
 timeoutInMillis}); 
 }, stepConfig);

getDefaultLaunchOptions();

getDefaultLaunchOptions() 関数は、CloudWatch Synthetics で使用するブラウザ起動オプションを
返します。詳細については、puppeteer.launch([options]) を参照してください。

// This function returns default launch options used by Synthetics.
const defaultOptions = await synthetics.getDefaultLaunchOptions();

getPage ();

現在開いているページを Puppeteer オブジェクトとして返します。詳細については、Puppeteer API 
v1.14.0 を参照してください。

例:

let page = synthetics.getPage();

レスポンス:

現在のブラウザセッションで現在開いているページ (Puppeteer オブジェクト)。

getRequestResponseLogHelper();
Important

syn-nodejs-puppeteer-3.2 以降のランタイムを使用する Canary で、この関数は
RequestResponseLogHelper クラスと共に廃止予定です。この関数を使用すると、Canary ロ
グに警告が表示されます。この関数は、将来のランタイムバージョンで削除されます。この関数
を使用している場合は、代わりに RequestResponseLogHelper クラス (p. 347) を使用してくだ
さい。
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この関数は、リクエストとレスポンスのログ記録フラグを調整するためのビルダーパターンとして使用し
ます。

例:

synthetics.setRequestResponseLogHelper(getRequestResponseLogHelper().withLogRequestHeaders(false));;

レスポンス:

{RequestResponseLogHelper}

launch(options)

この関数のオプションは、syn-nodejs-2.1 ランタイムバージョン以降でのみ使用できます。

この関数は UI Canary でのみ使用します。これは、既存のブラウザを閉じ、新しいブラウザを起動しま
す。

Note

CloudWatch Synthetics は、スクリプトの実行を開始する前に、必ずブラウザを起動します。カス
タムオプションを使用して新しいブラウザを起動する場合を除いては、launch() を呼び出す必要
はありません。

(options) は、ブラウザで設定する構成可能なオプションのセットです。詳細について
は、puppeteer.launch([options]) を参照してください。

この関数をオプションなしで呼び出すと、Synthetics はデフォルトの引数である executablePath と
defaultViewport を使用してブラウザを起動します。CloudWatch Synthetics のデフォルトのビュー
ポートは 1920 x 1080 です。

ブラウザを起動するときに、CloudWatch Synthetics で使用されている起動パラメータを上書きし、追加の
パラメータを渡すことができます。例えば、次のコードスニペットでは、デフォルトの引数とデフォルト
の実行可能パスを使用してブラウザを起動しますが、ビューポートは 800 x 600 になります。

await synthetics.launch({ 
        defaultViewport: {  
            "deviceScaleFactor": 1,  
            "width": 800, 
            "height": 600  
    }});

次のサンプルコードは、CloudWatch Synthetics の起動パラメータに新しい ignoreHTTPSErrors パラ
メータを追加します。

await synthetics.launch({ 
        ignoreHTTPSErrors: true 
 });

ウェブセキュリティを無効にするには、CloudWatch Synthetics の起動パラメータの引数に --disable-
web-security フラグを追加します。

// This function adds the --disable-web-security flag to the launch parameters
const defaultOptions = await synthetics.getDefaultLaunchOptions();
const launchArgs = [...defaultOptions.args, '--disable-web-security'];
await synthetics.launch({ 
     args: launchArgs 
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  });

RequestResponseLogHelper クラス
Important

syn-nodejs-puppeteer-3.2 以降のランタイムを使用する Canary で、このクラスは廃
止予定です。このクラスを使用すると、Canary ログに警告が表示されます。この関数は、
将来のランタイムバージョンで削除されます。この関数を使用している場合は、代わりに
RequestResponseLogHelper クラス (p. 347) を使用してください。

リクエストおよびレスポンスペイロードの文字列表現の詳細な設定および作成を処理します。

class RequestResponseLogHelper { 
  
    constructor () { 
        this.request = {url: true, resourceType: false, method: false, headers: false, 
 postData: false}; 
        this.response = {status: true, statusText: true, url: true, remoteAddress: false, 
 headers: false}; 
    } 
  
    withLogRequestUrl(logRequestUrl); 
     
    withLogRequestResourceType(logRequestResourceType); 
     
    withLogRequestMethod(logRequestMethod); 
     
    withLogRequestHeaders(logRequestHeaders); 
     
    withLogRequestPostData(logRequestPostData); 

         
    withLogResponseStatus(logResponseStatus); 
     
    withLogResponseStatusText(logResponseStatusText); 
    
    withLogResponseUrl(logResponseUrl); 
  
    withLogResponseRemoteAddress(logResponseRemoteAddress); 
     
    withLogResponseHeaders(logResponseHeaders);

例:

synthetics.setRequestResponseLogHelper(getRequestResponseLogHelper()
.withLogRequestPostData(true)
.withLogRequestHeaders(true)
.withLogResponseHeaders(true));

レスポンス:

{RequestResponseLogHelper}

setRequestResponseLogHelper();
Important

syn-nodejs-puppeteer-3.2 以降のランタイムを使用する Canary で、この関数は
RequestResponseLogHelper クラスと共に廃止予定です。この関数を使用すると、Canary ロ
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グに警告が表示されます。この関数は、将来のランタイムバージョンで削除されます。この関数
を使用している場合は、代わりに RequestResponseLogHelper クラス (p. 347) を使用してくだ
さい。

この関数は、リクエストとレスポンスのログ記録フラグを設定するためのビルダーパターンとして使用し
ます。

例:

synthetics.setRequestResponseLogHelper().withLogRequestHeaders(true).withLogResponseHeaders(true);

レスポンス:

{RequestResponseLogHelper}

async takeScreenshot(name, suffix);

名前とサフィックス (オプション) を使用して現在のページのスクリーンショット (.PNG) を作成します。

例:

await synthetics.takeScreenshot("navigateToUrl", "loaded")

この例では、01-navigateToUrl-loaded.png という名前のスクリーンショットをキャプチャ
し、Canary の S3 バケットにアップロードします。

最初のパラメータとして stepName を渡すことにより、特定の Canary ステップのスクリーンショットを
作成できます。スクリーンショットはレポートの Canary ステップにリンクされ、デバッグ中に各ステッ
プを追跡するのに役立ちます。

CloudWatch Synthetics Canary は、ステップ (executeStep 関数) の開始前とステップ完了後に自動的に
スクリーンショットを作成します (スクリーンショットを無効にするように Canary を設定している場合を
除きます)。takeScreenshot 関数でステップ名を渡すことで、さらに多くのスクリーンショットを作成
できます。

次の例では、stepName の値として signupForm を使用してスクリーンショットを作成します。スク
リーンショットには 02-signupForm-address という名前が付けられ、Canary レポートで指定された
signupForm という名前のステップにリンクされます。

await synthetics.takeScreenshot('signupForm', 'address')

BrokenLinkCheckerReport クラス

このクラスは、Synthetics リンクを追加するメソッドを提供します。これは、syn-nodejs-2.0-beta 以
降のバージョンのランタイムを使用する Canary でのみサポートされています。

BrokenLinkCheckerReport を使用するには、スクリプトに次の行を含めます。

const BrokenLinkCheckerReport = require('BrokenLinkCheckerReport'); 
             
const brokenLinkCheckerReport = new BrokenLinkCheckerReport();

有用な関数定義:

addLink(syntheticsLink, isBroken)
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syntheticsLink は、リンクを表す SyntheticsLink オブジェクトです。この関数は、ステータス
コードに従ってリンクを追加します。デフォルトでは、ステータスコードが利用できない場合、またはス
テータスコードが 400 以上の場合、リンク切れとみなされます。このデフォルトの動作は、値が true ま
たは false のオプションのパラメータ isBrokenLink を渡すことによって上書きできます。

この関数には戻り値がありません。

getLinks()

この関数は、リンク切れチェッカーレポートに含まれる SyntheticsLink オブジェクトの配列を返しま
す。

getTotalBrokenLinks()

この関数は、リンク切れの総数を表す数値を返します。

getTotalLinksChecked()

この関数は、レポートに含まれるリンクの総数を表す数値を返します。

BrokenLinkCheckerReport の使用方法

次の Canary スクリプトコードスニペットは、リンクに移動して、リンク切れチェッカーレポートに追加
する例を示しています。

1. SyntheticsLink、BrokenLinkCheckerReport、および Synthetics をインポートします。

const BrokenLinkCheckerReport = require('BrokenLinkCheckerReport');
const SyntheticsLink = require('SyntheticsLink');

// Synthetics dependency
const synthetics = require('Synthetics');

2. レポートにリンクを追加するには、BrokenLinkCheckerReport のインスタンスを作成します。

let brokenLinkCheckerReport = new BrokenLinkCheckerReport();

3. URL に移動し、リンク切れチェッカーレポートに追加します。

let url = "https://amazon.com";

let syntheticsLink = new SyntheticsLink(url);

// Navigate to the url.
let page = await synthetics.getPage();

// Create a new instance of Synthetics Link
let link = new SyntheticsLink(url)

try { 
    const response = await page.goto(url, {waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 
 30000});
} catch (ex) { 
    // Add failure reason if navigation fails. 
    link.withFailureReason(ex);
}

if (response) { 
    // Capture screenshot of destination page 
    let screenshotResult = await synthetics.takeScreenshot('amazon-home', 'loaded'); 
    
    // Add screenshot result to synthetics link 
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    link.addScreenshotResult(screenshotResult); 

    // Add status code and status description to the link 
    link.withStatusCode(response.status()).withStatusText(response.statusText())
}

// Add link to broken link checker report.
brokenLinkCheckerReport.addLink(link);

4. レポートを Synthetics に追加します。これにより、Canary 実行ごとに S3 バケットに
BrokenLinkCheckerReport.json という名前の JSON ファイルが作成されます。コンソールには、
各 Canary 実行のリンクレポートと、スクリーンショット、ログ、HAR ファイルを表示できます。

await synthetics.addReport(brokenLinkCheckerReport);

SyntheticsLink クラス

このクラスは、情報をラップするメソッドを提供します。これは、syn-nodejs-2.0-beta 以降のバー
ジョンのランタイムを使用する Canary でのみサポートされています。

SyntheticsLink を使用するには、スクリプトに次の行を含めます。

const SyntheticsLink = require('SyntheticsLink');

const syntheticsLink = new SyntheticsLink("https://www.amazon.com");

この関数は、syntheticsLinkObject を返します

有用な関数定義:

withUrl(url)

url は URL 文字列です。この関数は、syntheticsLinkObject を返します

withText(text)

text はアンカーテキストを表す文字列です。この関数は syntheticsLinkObject を返します。リンク
に対応するアンカーテキストを追加します。

withParentUrl(parentUrl)

parentUrl は、親 (ソースページ) URL を表す文字列です。この関数は、syntheticsLinkObject を返
します

withStatusCode(statusCode)

statusCode は、ステータスコードを表す文字列です。この関数は、syntheticsLinkObject を返しま
す

withFailureReason(failureReason)

failureReason は、エラーの理由を表す文字列です。この関数は、syntheticsLinkObject を返しま
す

addScreenshotResult(screenshotResult)

screenshotResult はオブジェクトです。これは、Synthetics 関数 ScreenshotResult によって返さ
れた takeScreenshot のインスタンスです。このオブジェクトには以下が含まれています。
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• fileName – screenshotFileName を表す文字列
• pageUrl (オプション)
• error (オプション)

API Canary のみに適用されるライブラリクラスおよび関数

以下の CloudWatch Synthetics ライブラリ関数は、API Canary についてのみ有用です。

トピック
• executeHttpStep(stepName, requestOptions, [callback], [stepConfig]) (p. 351)

executeHttpStep(stepName, requestOptions, [callback], [stepConfig])

提供された HTTP リクエストをステップとして実行し、SuccessPercent (pass/fail) および Duration
メトリクスを発行します。

executeHttpStep は、リクエストで指定されたプロトコルに応じて、HTTP または HTTPS ネイティブ関数
のいずれかを内部で使用します。

この関数は、Canary のレポートにステップ実行の概要も追加します。概要には、次のような各 HTTP リ
クエストの詳細が含まれます。

• 開始時間
• 終了時間
• ステータス (PASSED/FAILED)
• 失敗の理由 (失敗した場合)
• リクエスト/レスポンスヘッダー、本文、ステータスコード、ステータスメッセージ、パフォーマンスタ

イミングなどの HTTP 呼び出しの詳細。

パラメータ

stepName(###)

ステップの名前を指定します。この名前は、このステップの CloudWatch メトリクスを発行する場合にも
使用されます。

requestOptions(############)

このパラメータの値には、URL、URL 文字列、またはオブジェクトを指定できます。オブジェクトの場
合、HTTP リクエストを行うために設定可能なオプションのセットである必要があります。Node.js ドキュ
メントの http.request(options[, callback]) のすべてのオプションをサポートしています。

これらの Node.js オプションに加えて、requestOptions では、追加のパラメータ body がサポートされま
す。body パラメータを使用して、データをリクエスト本文として渡すことができます。

callback(#####)

(オプション) これは HTTP レスポンスで呼び出されるユーザー関数です。レスポンスは、Class: 
http.IncomingMessage のタイプです。

stepConfig(######)

(オプション) このパラメータを使用して、このステップについて、異なる設定でグローバル Synthetics 設
定を上書きします。
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executeHttpStep の使用例

次の一連の例は、このオプションのさまざまな用途を説明するために、相互に関連しています。

この最初の例では、リクエストパラメータを設定します。requestOptions として URL を渡すことができま
す:

let requestOptions = 'https://www.amazon.com';

または、一連のオプションを渡すことができます:

let requestOptions = { 
        'hostname': 'myproductsEndpoint.com', 
        'method': 'GET', 
        'path': '/test/product/validProductName', 
        'port': 443, 
        'protocol': 'https:' 
    };

次の例では、レスポンスを受け入れるコールバック関数を作成します。デフォルトでは、コールバックを
指定しない場合、CloudWatch Synthetics はステータスが 200 から 299 の範囲であることを検証します。

// Handle validation for positive scenario 
    const callback = async function(res) { 
        return new Promise((resolve, reject) => { 
            if (res.statusCode < 200 || res.statusCode > 299) { 
                throw res.statusCode + ' ' + res.statusMessage; 
            } 
      
            let responseBody = ''; 
            res.on('data', (d) => { 
                responseBody += d; 
            }); 
      
            res.on('end', () => { 
                // Add validation on 'responseBody' here if required. For ex, your status 
 code is 200 but data might be empty 
                resolve(); 
            }); 
        }); 
    };

次の例では、グローバル CloudWatch Synthetics の設定を上書きするこのステップの設定を作成します。
この例のステップ設定では、レポートでリクエストヘッダー、レスポンスヘッダー、リクエスト本文 (投
稿データ)、およびレスポンス本文を許可し、「X-Amz-Security-Token」および「Authorization」ヘッダー
の値を制限します。デフォルトでは、セキュリティ上の理由から、これらの値はレポートに含まれませ
ん。それらを含めるように選択した場合、データは S3 バケットにのみ保存されます。

// By default headers, post data, and response body are not included in the report for 
 security reasons.  
// Change the configuration at global level or add as step configuration for individual 
 steps
let stepConfig = { 
    includeRequestHeaders: true,  
    includeResponseHeaders: true, 
    restrictedHeaders: ['X-Amz-Security-Token', 'Authorization'], // Restricted header 
 values do not appear in report generated. 
    includeRequestBody: true, 
    includeResponseBody: true
};

352



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Canary を作成する

この最後の例では、リクエストを executeHttpStep に渡し、ステップに名前を付けます。

await synthetics.executeHttpStep('Verify GET products API', requestOptions, callback, 
 stepConfig);

この一連の例では、CloudWatch Synthetics はレポートの各ステップの詳細を追加し、stepName を使用し
て各ステップのメトリクスを生成します。

Verify GET products API ステップの successPercent および duration メトリクスが表示されま
す。API 呼び出しステップのメトリクスをモニターリングすることで、API のパフォーマンスをモニター
リングできます。

これらの関数を使用する完全なスクリプトのサンプルについては、「マルチステップ API 
Canary (p. 369)」を参照してください。

Selenium を使用する Python Canary スクリプトで利用可能なライブラリ関数

このセクションでは、Python Canary スクリプトで使用できる Selenium ライブラリ関数の一覧を示してい
ます。

トピック
• すべての Canary に適用される Python および Selenium ライブラリクラスおよび関数 (p. 353)
• UI Canary のみに適用される Python および Selenium ライブラリクラスおよび関数 (p. 359)

すべての Canary に適用される Python および Selenium ライブラリクラスおよび関数

以下の Python 用の CloudWatch Synthetics Selenium ライブラリ関数は、すべての Canary について有用
です。

トピック
• SyntheticsConfiguration クラス (p. 353)
• SyntheticsLogger クラス (p. 357)

SyntheticsConfiguration クラス

SyntheticsConfiguration クラスを使用して、Synthetics ライブラリ関数の動作を設定できます。例えば、
このクラスを使用して、スクリーンショットをキャプチャしないように executeStep() 関数を設定でき
ます。

CloudWatch Synthetics の設定は、グローバルレベルで設定できます。

関数の定義:

set_config(options)

from aws_synthetics.common import synthetics_configuration

options はオブジェクトです。これは Canary の設定可能なオプションのセットです。以下のセクション
では、options で使用し得るフィールドについて説明します。

• screenshot_on_step_start (ブール値) – ステップを開始する前にスクリーンショットを作成するか
どうか。

• screenshot_on_step_success (ブール値) – ステップが正常に完了した後にスクリーンショットを作
成するかどうか。
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• screenshot_on_step_failure (ブール値) – ステップが失敗した後にスクリーンショットを作成する
かどうか。

with_screenshot_on_step_start(screenshot_on_step_start)

ステップを開始する前にスクリーンショットを作成するかどうかを示すブール値の引数を受け入れます。

with_screenshot_on_step_success(screenshot_on_step_success)

ステップを正常に完了した後にスクリーンショットを作成するかどうかを示すブール値の引数を受け入れ
ます。

with_screenshot_on_step_failure(screenshot_on_step_failure)

ステップが失敗した後にスクリーンショットを作成するかどうかを示すブール値の引数を受け入れます。

get_screenshot_on_step_start()

ステップを開始する前にスクリーンショットを作成するかどうかを返します。

get_screenshot_on_step_success()

ステップを正常に完了した後にスクリーンショットを作成するかどうかを返します。

get_screenshot_on_step_failure()

ステップが失敗した後にスクリーンショットを作成するかどうかを返します。

disable_step_screenshots()

スクリーンショットオプション (get_screenshot_on_step_start、get_screenshot_on_step_success、およ
び get_screenshot_on_step_failure) をすべて無効にします。

enable_step_screenshots()

スクリーンショットオプション (get_screenshot_on_step_start、get_screenshot_on_step_success、およ
び get_screenshot_on_step_failure) をすべて有効にします。デフォルトでは、これらすべてのメソッドが
有効になります。

CloudWatch メトリクスに関する setConfig (オプション)

syn-python-selenium-1.1 以降を使用する Canary の場合、setConfig の (options) には、Canary に
よって発行されるメトリクスを決定する次のブール値パラメータを含めることができます。これらの各オ
プションのデフォルトは true です。aggregated で始まるオプションは、CanaryName ディメンショ
ンなしでメトリクスを出力するかどうかを決定します。これらのメトリクスを使用して、すべての Canary 
の集計結果を確認できます。その他のオプションは、CanaryName ディメンションを含むメトリクスを出
力するかどうかを決定します。これらのメトリクスを使用して、個々の Canary の結果を確認できます。

Canary から発行される CloudWatch メトリクスのリストについては、「Canary によって発行される 
CloudWatch メトリクス (p. 376)」を参照してください。

• failed_canary_metric (ブール値) – この Canary の Failed メトリクス (CanaryName ディメン
ションを含む) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• failed_requests_metric (ブール値) – この Canary の Failed requests メトリクス 
(CanaryName ディメンションを含む) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• 2xx_metric (ブール値) – この Canary の 2xx メトリクス (CanaryName ディメンションを含む) を出
力するかどうか。デフォルトは true です。

• 4xx_metric (ブール値) – この Canary の 4xx メトリクス (CanaryName ディメンションを含む) を出
力するかどうか。デフォルトは true です。
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• 5xx_metric (ブール値) – この Canary の 5xx メトリクス (CanaryName ディメンションを含む) を出
力するかどうか。デフォルトは true です。

• step_duration_metric (ブール値) – この Canary の Step duration メトリクス (CanaryName
StepName ディメンションを含む) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• step_success_metric (ブール値) – この Canary の Step success メトリクス (CanaryName
StepName ディメンションを含む) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• aggregated_failed_canary_metric (ブール値) – この Canary の Failed メトリクス 
(CanaryName ディメンションを含まない) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• aggregated_failed_requests_metric (ブール値) – この Canary の Failed Requests メトリク
ス (CanaryName ディメンションを含まない) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• aggregated_2xx_metric (ブール値) – この Canary の 2xx メトリクス (CanaryName ディメンショ
ンを含まない) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• aggregated_4xx_metric (ブール値) – この Canary の 4xx メトリクス (CanaryName ディメンショ
ンを含まない) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

• aggregated_5xx_metric (ブール値) – この Canary の 5xx メトリクス (CanaryName ディメンショ
ンを含まない) を出力するかどうか。デフォルトは true です。

with_2xx_metric(2xx_metric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して 2xx ディメンションを持つ CanaryName
メトリクスを出力するかどうかを指定します。

with_4xx_metric(4xx_metric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して 4xx ディメンションを持つ CanaryName
メトリクスを出力するかどうかを指定します。

with_5xx_metric(5xx_metric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して 5xx ディメンションを持つ CanaryName
メトリクスを出力するかどうかを指定します。

withAggregated2xxMetric(aggregated2xxMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない 2xx メトリク
スを出力するかどうかを指定します。

withAggregated4xxMetric(aggregated4xxMetric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない 4xx メトリク
スを出力するかどうかを指定します。

with_aggregated_5xx_metric(aggregated_5xx_metric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない 5xx メトリク
スを出力するかどうかを指定します。

with_aggregated_failed_canary_metric(aggregated_failed_canary_metric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない Failed メト
リクスを出力するかどうかを指定します。

with_aggregated_failed_requests_metric(aggregated_failed_requests_metric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対してディメンションを持たない Failed 
requests メトリクスを出力するかどうかを指定します。

with_failed_canary_metric(failed_canary_metric)
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ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して Failed ディメンションを持つ
CanaryName メトリクスを出力するかどうかを指定します。

with_failed_requests_metric(failed_requests_metric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して Failed requests ディメンションを持
つ CanaryName メトリクスを出力するかどうかを指定します。

with_step_duration_metric(step_duration_metric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して Duration ディメンションを持つ
CanaryName メトリクスを出力するかどうかを指定します。

with_step_success_metric(step_success_metric)

ブール引数を受け入れます。この引数は、この Canary に対して StepSuccess ディメンションを持つ
CanaryName メトリクスを出力するかどうかを指定します。

メトリクスを有効または無効にする方法

disable_aggregated_request_metrics()

Canary が CanaryName ディメンションなしで出力されるすべてのリクエストメトリクスを出力するのを
無効にします。

disable_request_metrics()

Canary ごとのメトリクスとすべての Canary で集計されたメトリクスの両方を含む、すべてのリクエスト
メトリクスを無効にします。

disable_step_metrics()

ステップ成功メトリクスとステップ期間メトリクスの両方を含む、すべてのステップメトリクスを無効に
します。

enable_aggregated_request_metrics()

Canary が CanaryName ディメンションなしで出力されるすべてのリクエストメトリクスを送信できるよ
うにします。

enable_request_metrics()

Canary ごとのメトリクスとすべての Canary で集計されたメトリクスの両方を含む、すべてのリクエスト
メトリクスを有効にします。

enable_step_metrics()

ステップ成功メトリクスとステップ期間メトリクスの両方を含む、すべてのステップメトリクスを有効に
します。

UI Canary での使用

まず、Synthetics 依存関係をインポートし、設定を取得します。次に、以下のいずれかのオプションを使
用して setConfig メソッドを呼び出すことで、各オプションの設定を行います。

from aws_synthetics.common import synthetics_configuration

synthetics_configuration.set_config( 
     { 
        "screenshot_on_step_start": False, 
        "screenshot_on_step_success": False, 
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        "screenshot_on_step_failure": True 
     }
)

or 

または

synthetics_configuration.with_screenshot_on_step_start(False).with_screenshot_on_step_success(False).with_screenshot_on_step_failure(True)

すべてのスクリーンショットを無効にするには、次の例のように disableStepScreenshots() 関数を使用し
ます。

synthetics_configuration.disable_step_screenshots()

コード内の任意の個所でスクリーンショットを有効または無効にすることができます。例えば、1 つのス
テップでのみスクリーンショットを無効にするには、そのステップを実行する前にスクリーンショットを
無効にしてステップの実行後に有効にします。

UI Canary の set_config(options)

syn-python-selenium-1.1 から始まり、UI Canary については、set_config は次のブールパラメー
タを含めることができます。

• continue_on_step_failure (ブール値) – ステップが失敗した後も Canary スクリプトの実行を続行
するかどうか (これは executeStep 関数を参照します)。いずれかのステップが失敗しても、Canary 実行
は失敗としてマークされます。デフォルトは false です。

SyntheticsLogger クラス

synthetics_logger は、コンソールと、同じログレベルのローカルログファイルの両方にログを書き込
みます。このログファイルは、ログレベルが、呼び出されたログ関数の該当するログ記録レベル以下であ
る場合にのみ、両方の場所に書き込まれます。

ローカルログファイルのログ記録ステートメントには、呼び出された関数のログレベルに合わせて
「DEBUG:」や「INFO:」などが先頭に追加されます。

Amazon S3 の結果の場所にアップロードされるログファイルを作成する場合、synthetics_logger
を使用する必要はありません。代わりに、別のログファイルを /tmp フォルダ内に作成できます。/tmp
フォルダ内に作成したファイルは、アーティファクトとして S3 バケットの結果の場所にアップロードさ
れます。

synthetics_logger を使用するには:

from aws_synthetics.common import synthetics_logger

有用な関数定義:

ログレベルの取得:

log_level = synthetics_logger.get_level()

ログレベルの設定:

synthetics_logger.set_level()
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指定されたレベルでメッセージをログ記録します。レベルは、次の構文の例に示すよう
に、DEBUG、INFO、WARN、または ERROR とすることができます。

synthetics_logger.debug(message, *args, **kwargs)

synthetics_logger.info(message, *args, **kwargs)

synthetics_logger.log(message, *args, **kwargs)

synthetics_logger.warn(message, *args, **kwargs)

synthetics_logger.error(message, *args, **kwargs)

デバッグパラメータの詳細については、logging.debug の標準 Python ドキュメントをご参照ください。

これらのロギング関数では、message はメッセージフォーマット文字列です。args は、文字列フォー
マット演算子を使用して msg にマージされる引数です。

kwargs には、次の 3 つのキーワード引数があります。

• exc_info – false と評価されない場合、ログメッセージに例外情報を追加します。
• stack_info – デフォルト設定は false です。true の場合、実際のロギング呼び出しを含むスタック情

報をロギングメッセージに追加します。
• extra – 3 番目のオプションのキーワード引数。ロギングイベント用に作成された LogRecord の
__dict__ を設定するために使用されるディクショナリでユーザー定義属性を渡すために使用できま
す。

例:

レベル DEBUG のメッセージをログに記録します:

synthetics_logger.debug('Starting step - login.')

レベル INFO のメッセージをログに記録します。logger.log は logger.info のシノニムです:

synthetics_logger.info('Successfully completed step - login.')

または

synthetics_logger.log('Successfully completed step - login.')

レベル WARN のメッセージをログに記録します:

synthetics_logger.warn('Warning encountered trying to publish %s', 'CloudWatch Metric')

レベル ERROR のメッセージをログに記録します:

synthetics_logger.error('Error encountered trying to publish %s', 'CloudWatch Metric')

例外をログに記録します。
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synthetics_logger.exception(message, *args, **kwargs)

レベル ERROR のメッセージをログに記録します。例外情報は、ロギングメッセージに追加されます。この
関数は、例外ハンドラからのみ呼び出す必要があります。

例外パラメータの詳細については、logging.exception の標準 Python ドキュメントをご参照ください。

message はメッセージフォーマット文字列です。args は引数で、文字列フォーマット演算子を使用して
msg にマージされます。

kwargs には、次の 3 つのキーワード引数があります。

• exc_info – false と評価されない場合、ログメッセージに例外情報を追加します。
• stack_info – デフォルト設定は false です。true の場合、実際のロギング呼び出しを含むスタック情

報をロギングメッセージに追加します。
• extra – 3 番目のオプションのキーワード引数。ロギングイベント用に作成された LogRecord の
__dict__ を設定するために使用されるディクショナリでユーザー定義属性を渡すために使用できま
す。

例:

synthetics_logger.exception('Error encountered trying to publish %s', 'CloudWatch Metric')

UI Canary のみに適用される Python および Selenium ライブラリクラスおよび関数

以下の Python 用の CloudWatch Synthetics Selenium ライブラリ関数は、UI Canary についてのみ有用で
す。

トピック
• SyntheticsBrowser クラス (p. 359)
• SyntheticsWebDriver クラス (p. 360)

SyntheticsBrowser クラス

synthetics_webdriver.Chrome() を呼び出してブラウザインスタンスを作成すると、返されるブ
ラウザインスタンスのタイプは SyntheticsBrowser となります。SyntheticsBrowser クラスは 
ChromeDriver を制御し、Canary スクリプトがブラウザを駆動できるように設定し、Selenium WebDriver 
が Synthetics で動作できるようにします。

標準的な Selenium メソッドに加えて、以下のメソッドも提供します。

set_viewport_size (幅、高さ)

ブラウザのビューポートを設定します。例:

browser.set_viewport_size(1920, 1080)

save_screenshot(ファイル名, サフィックス)

スクリーンショットを /tmp ディレクトリに保存します。スクリーンショットは、そこから S3 バケット
の Canary アーティファクトフォルダにアップロードされます。

filename はスクリーンショットのファイル名で、suffix はスクリーンショットの命名に使用されるオプ
ションの文字列です。
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例:

browser.save_screenshot('loaded.png', 'page1')

SyntheticsWebDriver クラス

このクラスを使用するには、スクリプトで以下を使用します。

from aws_synthetics.selenium import synthetics_webdriver

add_execution_error(errorMessage, ex);

errorMessage はエラーの詳細を示し、ex は発生した例外を示します

add_execution_error を使用すると、Canary の実行エラーを設定できます。これにより、スクリプト
の実行を中断することなく Canary を失敗させることができます。また、successPercent メトリクスに
も影響を与えません。

Canary スクリプトの成功または失敗を確認するために重要でない場合にのみ、エラーを実行エラーとして
追跡するようにします。

add_execution_error の使用例を次に示します。ここでは、エンドポイントの可用性をモニターリン
グしながら、ページが読み込まれた後にスクリーンショットを取得しています。スクリーンショットの作
成に失敗したとしても、エンドポイントの可用性が判断されるわけではないため、スクリーンショットの
作成中に発生したすべてのエラーは、キャッチした上で実行エラーとして追加します。可用性に関するメ
トリックスには、依然としてエンドポイントが起動し実行中であることが示されていますが、Canary のス
テータスは失敗としてマークされています。次に示すコードブロックのサンプルでは、このようなエラー
をキャッチし、実行エラーとして追加します。

try: 
    browser.save_screenshot("loaded.png")   
except Exception as ex: 
   self.add_execution_error("Unable to take screenshot", ex)

add_user_agent(user_agent_str)

user_agent_str の値をブラウザのユーザーエージェントヘッダーに追加します。ブラウザインスタン
スを作成する前に、user_agent_str を割り当てる必要があります。

例:

synthetics_webdriver.add_user_agent('MyApp-1.0')

execute_step(step_name, function_to_execute)

1 つの関数を処理します。また、次の操作も行います。

• ステップが開始されたことをログに記録します。
• <stepName>-starting という名前でスクリーンショットを作成します。
• タイマーを開始します。
• 指定された関数を実行します。
• 関数が正常に戻ると、合格としてカウントします。関数がスローされると、失敗としてカウントしま

す。
• タイマーを終了します。
• ステップが合格したか失敗したかをログに記録します。
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• <stepName>-succeeded や <stepName>-failed という名前でスクリーンショットを作成します。
• stepName SuccessPercent メトリクスを出力します。合格の場合は 100、不合格の場合は 0 です。
• stepName Duration メトリクスを出力します。値は、ステップの開始時刻と終了時刻に基づきます。
• 最後に、functionToExecute から返された内容を返し、functionToExecute からスローされた内

容を再スローします。

例:

def custom_actions(): 
        #verify contains 
        browser.find_element_by_xpath("//*[@id=\"id_1\"][contains(text(),'login')]") 
        #click a button 
        browser.find_element_by_xpath('//*[@id="submit"]/a').click() 

    await synthetics_webdriver.execute_step("verify_click", custom_actions)

Chrome()

Chromium ブラウザのインスタンスを起動し、作成したブラウザインスタンスを返します。

例:

browser = synthetics_webdriver.Chrome()
browser.get("https://example.com/)

シークレットモードでブラウザを起動するには、次を使用します。

add_argument('——incognito')

プロキシ設定を追加するには、次を使用します。

add_argument('--proxy-server=%s' % PROXY)

例:

from selenium.webdriver.chrome.options import Options
chrome_options = Options()
chrome_options.add_argument("——incognito")
browser = syn_webdriver.Chrome(chrome_options=chrome_options)

cron を使用して Canary 実行をスケジュールする
cron 式を使用すると、Canary のスケジュールを柔軟に立てることができます。cron 式には、次の表に
示す順序で 5 つまたは 6 つのフィールドが含まれています。フィールドはスペースで区切ります。構文
は、CloudWatch コンソールを使用して Canary を作成するか、AWS CLI または AWS SDK を使用するか
によって異なります。コンソールを使用する場合は、最初の 5 つのフィールドのみを指定します。AWS 
CLI または AWS SDK を使用する場合は、6 つのフィールドをすべて指定し、Year フィールドに * を指
定する必要があります。

フィールド 許可される値 使用できる特殊文字

分 0-59 , - * /

時間 0-23 , - * /
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フィールド 許可される値 使用できる特殊文字

日 1-31 , - * ? / L W

月 1-12 または JAN-DEC , - * /

曜日 1-7 または SUN-SAT , - * ? L #

年 *

特殊文字

• ,  (カンマ) は、フィールドの式に複数の値を含めます。例えば、[月] フィールドの、「JAN,FEB,MAR」
は、1 月、2 月、3 月を含みます。

• 特殊文字 - (ダッシュ) は、範囲を指定します。日フィールドの、「1-15」は、指定した月の 1 日から 15 
日を含みます。

• * (アスタリスク) 特殊文字には、フィールド内のすべての値が含まれます。[時間] フィールドの * には 
すべての時間が含まれます。同じ式で、[日] フィールドと [曜日] フィールドの両方で * を使用すること
はできません。一方に使用する場合は、もう一方に [?] を使用する必要があります。

• / (スラッシュ) は増分を指定します。[分] フィールドに 1/10 と入力して、時間の最初の分から開始して 
10 分おきを指定できます (例えば、11 分、21 分、31 分など)。

• ? (疑問符) は、任意を意味します。[日] フィールドに 7 と入力し、7 番目の曜日がどの曜日か気にしない
場合は、?を [曜日] フィールドに入力します。

• Day-of-month フィールドまたは Day-of-week フィールドの、ワイルドカード L は月または週の最終日を
指定します。

• Day-of-month フィールドのワイルドカード W は、平日を指定します。Day-of-month フィールドで、3W
は月の 3 日目に最も近い平日を指定します。

• Day-of-week フィールドの # ワイルドカードは、月の指定された曜日の特定のインスタンスを指定しま
す。例えば、3#2 は月の第 2 火曜日です。3 は毎週の 3 日目であるため、火曜日を指し、2 は月内のそ
の種類の 2 つ目を指します。

制限事項

• cron 式の日フィールドと曜日フィールドを同時に指定することはできません。一方のフィールドに値
または * (アスタリスク) を指定する場合、もう一方のフィールドで ? (疑問符) を使用する必要がありま
す。

• 1 分より短い間隔を導き出す cron 式はサポートされていません。
• 実行前に 1 年以上待つように Canary を設定することはできないため、[Year] フィールドでは * のみ指

定することができます。

例

Canary を作成するときは、次のサンプルの cron 文字列を参照できます。以下の例は、AWS CLI または 
AWS SDK を使用して Canary を作成または更新するための正しい構文です。CloudWatch コンソールを使
用している場合は、各例の最後の 「*」を省略します。

式 意味

0 10 * * ? * 毎日午前 10:00 (UTC) に実行

15 12 * * ? * 毎日午前 12:15（UTC）に実行

0 18 ? * MON-FRI * 毎週月曜日から金曜日まで午前 6:00 (UTC) に実行
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式 意味

0 8 1 * ? * 毎月初日の午前 8:00 (UTC) に実行

0/10 * ? * MON-SAT * 毎週月曜日から土曜日まで 10 分ごとに実行

0/5 8-17 ? * MON-FRI * 月曜日から金曜日まで午前 8:00 から午後 5:55 (UTC) まで 5 分ごと
に実行

グループ
クロスリージョンの canary を含む、相互に canary を関連付けるグループを作成することができます。グ
ループを使用することで、canary の管理と自動化に役立ちます。また、グループ内のすべての canary の
集計された実行結果と統計を表示することもできます。

グループはグローバルリソースです。グループを作成すると、グループをサポートするすべての AWS 
リージョンに渡って複製されます。これらのリージョンのいずれかから canary を追加することができ、こ
れらのリージョンのすべてで表示できるようになります。グループ ARN 形式には作成されたリージョン
名が反映されますが、グループはリージョンに制約されません。これは、複数のリージョンからの canary 
を同じグループに配置し、そのグループを使用して、それらすべての canary を単一のビューで表示および
管理できることを意味します。

グループは、デフォルトで無効になっているリージョンを除くすべてのリージョンでサポートされていま
す。これらのリージョンの詳細については、「Enabling a Region」 (リージョンを有効にする) を参照して
ください。

各グループには最大 10 個の canary を含めることができます。アカウントには最大 20 個のグループを含
めることができます。単一の canary はすべて、最大 10 個のグループのメンバーになることができます。

グループを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Synthetics 

Canaries] (canary の合成) の順にクリックします。

3. Create Group を選択します。
4. [Group Name] (グループ名) で、グループ名を入力します。
5. このグループに関連付いた canary を選択します。canary を選択するには、その完全な名前を[Exact 

canary name] (完全な canary 名) に入力し、[Search] (検索) を選択します。その後、canary 名の横に
あるチェックボックスを選択します。異なるリージョンに同じ名前の canary が複数ある場合は、必要
な canary を必ず選択してください。

この手順を繰り返して、最大 10 個の canary をグループに関連付けることができます。
6. (オプション) [Tags] (タグ) で、このグループのタグとする 1 つ以上のキーと値のペアを追加します。

タグを使用すると、AWS リソースを識別して整理したり、AWS コストを追跡したりしやすくなりま
す。詳細については、Amazon CloudWatch リソースにタグを付ける (p. 1258) を参照してください。

7. Create Group を選択します。

失敗した Canary のトラブルシューティング
Canary が失敗した場合は、以下を確認しトラブルシューティングしてください。

一般的なトラブルシューティング
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• Canary の詳細ページを開き、詳細を確認します。CloudWatch コンソールのナビゲーションウィンド
ウで [Canaries] をクリックし、詳細ページを開きたい Canary の名前を選択します。[可用性] タブで 
[SuccessPercent] メトリクスを参照し、発生している問題が持続的か断続的かを確認します。

同じ [可用性] タブで、失敗したデータポイントを選択することで、失敗した実行のスクリーンショッ
ト、ログ、および (それがある場合には) ステップレポートを見ることができます。

ステップがスクリプトの一部でありステップレポートを使用できる場合は、どのステップが失敗したか
を確認し、顧客側に表示されたメッセージを見るために関連するスクリーンショットを参照します。

HAR ファイルをチェックして、失敗が 1 つ以上のリクエストで発生しているかどうかを確認することも
できます。ログを使用すると、失敗したリクエストとエラーの詳細について、より深く掘り下げること
ができます。最後に、これらのアーティファクトと、を成功した Canary 実行のアーティファクト比較
して問題を特定します。

CloudWatch Synthetics は、デフォルトで、UI Canary の各ステップのスクリーンショットをキャプチャ
します。ただし、スクリーンショットを無効にするようにスクリプトが構成されている場合もあり得
ます。その場合は、デバッグ中にスクリーンショットを再度有効にします。同様に、API Canary のデ
バッグ中に、HTTP リクエストと応答ヘッダー、あるいは本文を表示する必要性が生じることもありま
す。このデータをレポートに含める方法については、「executeHttpStep(stepName, requestOptions, 
[callback], [stepConfig]) (p. 351)」を参照してください。

• アプリケーションに最近デプロイしている場合には、一度ロールバックし、後にデバッグを行います。
• エンドポイントに手動で接続し、同じ問題を再現できるかどうかを確認します。

トピック
• Canary ランタイムバージョンのアップグレードおよびダウングレードの問題 (p. 364)
• 要素が表示されるのに時間がかかる (p. 365)
• ノードが表示されない、または page.click() での HTMLElement ではない (p. 365)
• アーティファクトを S3 にアップロードできない (Exception: Unable to fetch S3 bucket location: 

Access Denied) (p. 365)
• Error: Protocol error (Runtime.callFunctionOn): Target closed。 (p. 365)
• Canary Failed。Error: No datapoint - Canary Shows timeout error (p. 365)
• 内部エンドポイントにアクセスしたい (p. 366)
• クロスオリジンリクエスト共有 (CORS) の問題 (p. 366)
• VPC での Canary のトラブルシューティング (p. 366)

Canary ランタイムバージョンのアップグレードおよびダウング
レードの問題
最近、ランタイムバージョン syn-1.0 から新しいバージョンに Canary をアップグレードした場合は、ク
ロスオリジンリクエスト共有 (CORS) の問題が発生する可能性があります。詳細については、「クロスオ
リジンリクエスト共有 (CORS) の問題 (p. 366)」を参照してください。

最近、Canary を古いランタイムバージョンにダウングレードした場合は、使用している CloudWatch 
Synthetics 関数が、古い方のランタイムバージョンでも利用可能であることを確認します。例え
ば、executeHttpStep 関数はランタイムバージョン syn-nodejs-2.2 以降であれば使用が可能です。
関数の可用性を確認するには、「Canary スクリプトの作成 (p. 321)」を参照してください。

Note

Canary のランタイムバージョンをアップグレードまたはダウングレードする場合は、まず 
Canary をクローンし、複製された方の Canary でランタイムバージョンを変更することをお勧め
します。新しいランタイムバージョンのクローンが機能することを確認したら、元の Canary の
ランタイムバージョンを更新し、クローンを削除できます。
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要素が表示されるのに時間がかかる
ログとスクリーンショットを分析した後、要素が画面に表示されるまで待機しているスクリプトがタイム
アウトしてしまう場合には、関連するスクリーンショットを参照して、要素がページに表示されているか
どうかを確認します。xpath に誤りがないことを確認します。

Puppetteer 関連の問題については、Puppeteer の GitHub ページ、またはインターネットのフォーラムを
参照してください。

ノードが表示されない、または page.click() での HTMLElement 
ではない
ノードが非表示になっているか、page.click() での HTMLElement ではない場合は、要素を参照す
るために使用している xpath を確認します。また、要素が画面の下部に表示されている場合は、ビュー
ポートを調整します。CloudWatch Synthetics では、デフォルトで 1920 × 1080 のビューポートが使用
されます。ビューポートの設定変更は、ブラウザの起動時に行うことができます。または Puppeteer の
page.setViewport 関数を使用しても変更できます。

アーティファクトを S3 にアップロードできない (Exception: 
Unable to fetch S3 bucket location: Access Denied)
Amazon S3 でのエラーが原因で Canary が失敗した場合は、アクセス許可に問題が生じるために、Canary 
用に作成されたスクリーンショットやログ、またはレポートなどを、CloudWatch Synthetics がアップロー
ドできなくなります。以下をチェックしてください。

• s3:ListAllMyBuckets アクセス許可、適切な Amazon S3 バケットへの s3:GetBucketLocation
アクセス許可、および Canary がアーティファクトを保存するバケットへの s3:PutObject アクセス許
可が、Canary の IAM ロールに付与済みであることを確認します。Canary がビジュアルモニターリング
を実行する場合、ロールにはバケットへの s3:GetObject アクセス許可も必要です。

• Canary が、暗号化用に標準の AWS 管理キー (デフォルト) ではなく AWS KMS 顧客管理キーを使用し
ている場合、その Canary の IAM ロールは、対象のキーを使用して暗号化または復号を行うための許可
を持っていないことがあります。詳細については、「Canary アーティファクトの暗号化 (p. 373)」を
参照してください。

• バケットポリシーで、Canary が使用する暗号化メカニズムが許可されていない可能性があります。例
えば、バケットポリシーで特定の暗号化メカニズムまたは KMS キーの使用が必須となっている場合
は、Canary に対しても、同じ暗号化モードを選択する必要があります。

Canary がビジュアルモニターリングを実行する際の詳細については、「ビジュアルモニターリング使用時
のアーティファクトの場所と暗号化の更新 (p. 374)」を参照してください。

Error: Protocol error (Runtime.callFunctionOn): Target closed。
このエラーは、ページまたはブラウザを閉じた後に、ネットワークリクエストが送られた場合に表示さ
れます。非同期オペレーションのための待機を行っていない可能性があります。スクリプトを実行した
後、CloudWatch Synthetics はブラウザを閉じます。ブラウザを閉じた後に非同期オペレーションを実行す
ると、target closed error の原因となる可能性があります。

Canary Failed。Error: No datapoint - Canary Shows timeout error
これは、Canary の実行がタイムアウトしたことを意味します。CloudWatch Synthetics が成功率に関する 
CloudWatch メトリクスを公開したり、HAR ファイル、ログ、スクリーンショットなどのアーティファク
トを更新したりする前に、Canary の実行が停止しています。タイムアウト値が小さすぎる場合は増加する
ことができます。
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デフォルトでは、Canary のタイムアウト値はその実行間隔と同じに設定されています。タイムアウト値
は、手動で Canary の実行間隔以下になるように調整できます。Canary の実行間隔が小さい場合、タイム
アウト値を増やすには実行間隔も大きくする必要があります。CloudWatch Synthetics コンソールを使用
して Canary を作成または更新する際に、[スケジュール] で実行間隔とタイムアウト値 の両方を調整しま
す。

Lambda コールドスタートと canary インストルメンテーションの起動にかかる時間を許容するため
に、canary タイムアウト値が 15 秒以上であることを確認してください。

このエラーが発生した場合、Canary のアーティファクトは、CloudWatch Synthetics コンソール上に表示
されなくなります。CloudWatch Logs を使用して、Canary のログを表示できます。

CloudWatch Logs を使用して Canary のログを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ロググループ] をクリックします。
3. フィルターボックスに Canary 名を入力して、ロググループを検索します。Canary のロググループの

名前は、/aws/lambda/cwsyn-canaryName-randomId です。

内部エンドポイントにアクセスしたい
Canary が内部ネットワーク上のエンドポイントにアクセスできるようにするには、CloudWatch 
Synthetics で VPC を使用するようにセットアップすることをお勧めします。詳細については、「VPC で 
Canary を実行する (p. 372)」を参照してください。

クロスオリジンリクエスト共有 (CORS) の問題
UI Canary で、一部のネットワークリクエストが 403 または net::ERR_FAILED で失敗する
場合は、Canary でアクティブなトレースが有効になっているかどうかを確認し、Puppeteer の
page.setExtraHTTPHeaders 関数を使用してヘッダーを追加します。この場合、ネットワークリクエ
ストの失敗は、クロスオリジンリクエスト共有 (CORS) に関する制限が原因となっている可能性がありま
す。アクティブなトレースを無効にするか、余分な HTTP ヘッダーを削除することで、これが原因なのか
どうかを確認できます。

なぜこれが起こるのですか?

アクティブなトレースを使用すると、送信されるすべてのリクエストに余分なヘッダーが追加される
ことで、呼び出しの追跡が行われます。トレースヘッダーを追加したことでリクエストヘッダーが変
更されるか、Puppeteer の page.setExtraHTTPHeadersを使用して余分なヘッダーが追加される
と、XMLHttpRequest (XHR) リクエストの CORS チェックが実行されます。

アクティブなトレースを無効にしたり、余分なヘッダーを削除したりしたくない場合は、ウェブアプリ
ケーションを更新しクロスオリジンアクセスを許可します。あるいは、スクリプトから Chrome ブラウ
ザーを起動し、その際に disable-web-security フラグを使用することでウェブセキュリティを無効に
します。

CloudWatch Synthetics の起動関数を使用すると、CloudWatch Synthetics の起動パラメータをオーバーラ
イドし、追加の disable-web-security フラグパラメータを渡すことができます。詳細については、
「Node.js Canary スクリプト用のライブラリ関数 (p. 330)」を参照してください。

Note

ランタイムバージョン syn-nodejs-2.1 以降を使用している場合は、CloudWatch Synthetics に
渡す起動パラメータをオーバーライドできます。

VPC での Canary のトラブルシューティング
VPC 内で Canary を作成または更新した後に問題が発生した場合は、以下のいずれかのセクションを参照
して問題のトラブルシューティングを行ってください。
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新しい Canary がエラー状態になるか、Canary を更新できない

VPC で実行する Canary を作成した場合に、すぐにエラー状態になったり、VPC で実
行するように Canary を更新したりできないときは、Canary のロールに適切なアクセ
ス許可がない可能性があります。Canary を VPC で実行する場合には、アクセス許可と
して ec2:CreateNetworkInterface、ec2:DescribeNetworkInterfaces、お
よび ec2:DeleteNetworkInterface が必要です。これらのすべてのアクセス許可
は、AWSLambdaVPCAccessExecutionRole 管理ポリシーに含まれています。詳細については、「実行
ロールおよびユーザーアクセス許可」を参照してください。

Canary の作成時にこの問題が発生した場合は、この Canary を削除して新しい Canary を作成する必要が
あります。CloudWatch コンソールを使用して新しい Canary を作成する場合は、[アクセス許可]、[新しい
ロールの作成] の順に選択します。Canary の実行に必要なすべてのアクセス許可を備えた新しいロールが
作成されます。

この問題が Canary の更新時に発生した場合は、Canary を再度更新して、必要なアクセス許可を備えた新
しいロールを指定できます。

「テスト結果が返されませんでした」エラー

Canary に「テスト結果が返されませんでした」というエラーが表示される場合は、次のいずれかの問題が
原因である可能性があります。

• VPC にインターネットアクセスがない場合は、VPC エンドポイントを使用して CloudWatch および 
Amazon S3 へのアクセスを Canary に許可する必要があります。これらのエンドポイントアドレスを正
しく解決するには、VPC で [DNS 解決] オプションと [DNS ホスト名] オプションを有効にする必要があ
ります。詳細については、「VPC での DNS の使用」を参照してください。

• Canary は、VPC 内のプライベートサブネットで実行する必要があります。これを確認するには、VPC 
コンソールで [サブネット] ページを開きます。Canary の設定時に選択したサブネットを確認します。イ
ンターネットゲートウェイ (igw-) へのパスがある場合、これらはプライベートサブネットではありませ
ん。

これらの問題のトラブルシューティングを行うには、Canary のログを参照してください。

Canary のログイベントを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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. Canary のロググループの名前を選択します。ロググループ名は /aws/lambda/cwsyn-canary-

name で始まります。

Canary スクリプトのサンプルコード
このセクションに含まれているコードサンプルは、CloudWatch Synthetics の Canary スクリプトで使用で
きる関数を示しています。

Node.js と Puppeteer のサンプル
Cookie の設定

ウェブサイトは、カスタム機能を提供したり、ユーザーを追跡したりするために Cookie を利用しま
す。CloudWatch Synthetics スクリプトで Cookie を設定することで、このカスタム動作を再現して検証す
ることができます。
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例えば、再訪問しているユーザーのために、[Register] (登録) リンクではなく、 [Login] (ログイン) リンク
がウェブサイトに表示される場合があります。

var synthetics = require('Synthetics');
const log = require('SyntheticsLogger');

const pageLoadBlueprint = async function () { 

    let url = "http://smile.amazon.com/"; 

    let page = await synthetics.getPage(); 

    // Set cookies.  I found that name, value, and either url or domain are required 
 fields. 
    const cookies = [{ 
      'name': 'cookie1', 
      'value': 'val1', 
      'url': url 
    },{ 
      'name': 'cookie2', 
      'value': 'val2', 
      'url': url 
    },{ 
      'name': 'cookie3', 
      'value': 'val3', 
      'url': url 
    }]; 
     
    await page.setCookie(...cookies); 

    // Navigate to the url 
    await synthetics.executeStep('pageLoaded_home', async function (timeoutInMillis = 
 30000) { 
         
        var response = await page.goto(url, {waitUntil: ['load', 'networkidle0'], timeout: 
 timeoutInMillis}); 

        // Log cookies for this page and this url 
        const cookiesSet = await page.cookies(url); 
        log.info("Cookies for url: " + url + " are set to: " + JSON.stringify(cookiesSet)); 
    });

};

exports.handler = async () => { 
    return await pageLoadBlueprint();
};

デバイスのエミュレーション

さまざまなデバイスをエミュレートするスクリプトを記述して、これらのデバイスでのページの外観と動
作を予想できます。

次のサンプルは、iPhone 6 デバイスをエミュレートします。エミュレーションの詳細について
は、Puppeteer ドキュメントの  page.emulate(options) を参照してください。

var synthetics = require('Synthetics');
const log = require('SyntheticsLogger');
const puppeteer = require('puppeteer-core');

const pageLoadBlueprint = async function () { 
     
    const iPhone = puppeteer.devices['iPhone 6']; 
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    // INSERT URL here 
    const URL = "https://amazon.com"; 

    let page = await synthetics.getPage(); 
    await page.emulate(iPhone); 

    //You can customize the wait condition here. For instance, 
    //using 'networkidle2' may be less restrictive. 
    const response = await page.goto(URL, {waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 30000}); 
    if (!response) { 
        throw "Failed to load page!"; 
    } 
     
    await page.waitFor(15000); 

    await synthetics.takeScreenshot('loaded', 'loaded'); 
     
    //If the response status code is not a 2xx success code 
    if (response.status() < 200 || response.status() > 299) { 
        throw "Failed to load page!"; 
    }
};

exports.handler = async () => { 
    return await pageLoadBlueprint();
};

マルチステップ API Canary
このサンプルコードは、正常系テストケースと異常系テストケースについて同じ API をテストするという 
2 つの HTTP ステップで API Canary のデモを実行します。ステップ設定が渡され、リクエスト/レスポン
スヘッダーのレポートが有効になります。さらに、Authorization ヘッダーと X-Amz-Security-Token には
ユーザーの認証情報が含まれているため、非表示になります。

このスクリプトを Canary として使用すると、各ステップの詳細と、ステップの合格/不合格、期間、DNS 
ルックアップ時間や最初のバイト時間などのパフォーマンスメトリクスなど、関連する HTTP リクエスト
を表示できます。Canary 実行の 2xx、4xx、および 5xx の数を表示できます。

var synthetics = require('Synthetics');
const log = require('SyntheticsLogger');

const apiCanaryBlueprint = async function () { 
     
    // Handle validation for positive scenario 
    const validatePositiveCase = async function(res) { 
        return new Promise((resolve, reject) => { 
            if (res.statusCode < 200 || res.statusCode > 299) { 
                throw res.statusCode + ' ' + res.statusMessage; 
            } 
      
            let responseBody = ''; 
            res.on('data', (d) => { 
                responseBody += d; 
            }); 
      
            res.on('end', () => { 
                // Add validation on 'responseBody' here if required. For ex, your status 
 code is 200 but data might be empty 
                resolve(); 
            }); 
        }); 
    }; 
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    // Handle validation for negative scenario 
    const validateNegativeCase = async function(res) { 
        return new Promise((resolve, reject) => { 
            if (res.statusCode < 400) { 
                throw res.statusCode + ' ' + res.statusMessage; 
            } 
             
            resolve(); 
        }); 
    }; 
     
    let requestOptionsStep1 = { 
        'hostname': 'myproductsEndpoint.com', 
        'method': 'GET', 
        'path': '/test/product/validProductName', 
        'port': 443, 
        'protocol': 'https:' 
    }; 
     
    let headers = {}; 
    headers['User-Agent'] = [synthetics.getCanaryUserAgentString(), headers['User-
Agent']].join(' '); 
     
    requestOptionsStep1['headers'] = headers; 

    // By default headers, post data and response body are not included in the report for 
 security reasons.  
    // Change the configuration at global level or add as step configuration for individual 
 steps 
    let stepConfig = { 
        includeRequestHeaders: true,  
        includeResponseHeaders: true, 
        restrictedHeaders: ['X-Amz-Security-Token', 'Authorization'], // Restricted header 
 values do not appear in report generated. 
        includeRequestBody: true, 
        includeResponseBody: true 
    }; 
        

    await synthetics.executeHttpStep('Verify GET products API with valid name', 
 requestOptionsStep1, validatePositiveCase, stepConfig); 
     
    let requestOptionsStep2 = { 
        'hostname': 'myproductsEndpoint.com', 
        'method': 'GET', 
        'path': '/test/canary/InvalidName(', 
        'port': 443, 
        'protocol': 'https:' 
    }; 
     
    headers = {}; 
    headers['User-Agent'] = [synthetics.getCanaryUserAgentString(), headers['User-
Agent']].join(' '); 
     
    requestOptionsStep2['headers'] = headers; 

    // By default headers, post data and response body are not included in the report for 
 security reasons.  
    // Change the configuration at global level or add as step configuration for individual 
 steps 
    stepConfig = { 
        includeRequestHeaders: true,  
        includeResponseHeaders: true, 
        restrictedHeaders: ['X-Amz-Security-Token', 'Authorization'], // Restricted header 
 values do not appear in report generated. 
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        includeRequestBody: true, 
        includeResponseBody: true 
    }; 
     
    await synthetics.executeHttpStep('Verify GET products API with invalid name', 
 requestOptionsStep2, validateNegativeCase, stepConfig); 
     
};

exports.handler = async () => { 
    return await apiCanaryBlueprint();
};

Python と Selenium のサンプル
次のサンプル Selenium コードは、ターゲット要素がロードされていない場合にカスタムエラーメッセー
ジを表示して失敗する Canary です。

from aws_synthetics.selenium import synthetics_webdriver as webdriver
from aws_synthetics.common import synthetics_logger as logger
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.webdriver.common.by import By

def custom_selenium_script(): 
    # create a browser instance 
    browser = webdriver.Chrome() 
    browser.get('https://www.example.com/') 
    logger.info('navigated to home page') 
    # set cookie 
    browser.add_cookie({'name': 'foo', 'value': 'bar'}) 
    browser.get('https://www.example.com/') 
    # save screenshot 
    browser.save_screenshot('signed.png') 
    # expected status of an element 
    button_condition = EC.element_to_be_clickable((By.CSS_SELECTOR, '.submit-button')) 
    # add custom error message on failure 
    WebDriverWait(browser, 5).until(button_condition, message='Submit button failed to 
 load').click() 
    logger.info('Submit button loaded successfully') 
    # browser will be quit automatically at the end of canary run,  
    # quit action is not necessary in the canary script 
    browser.quit()

# entry point for the canary
def handler(event, context): 
    return custom_selenium_script()

Canary と X-Ray のトレース
syn-nodejs-2.0 以降のランタイムを使用する Canary でアクティブな AWS X-Ray トレースを有効に
することもできます。トレースが有効になっている場合、ブラウザ、AWS SDK、または HTTP または 
HTTPS モジュールを使用するCanary によって行われたすべての呼び出しに対してトレースが送信され
ます。トレースが有効になっている Canary は、トレースが有効になっている他のサービスやアプリケー
ションにリクエストを送信しない場合でも、CloudWatch ServiceLens と X-Ray の両方のサービスマップ
に表示されます。X-Ray トレースの詳細については、「トレース」を参照してください。

Note

canary でのX-Ray 追跡のアクティブ化は、アジアパシフィック（ジャカルタ）ではまだサポート
されていません。
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Canary がサービスマップに表示されると、新しいクライアントノードタイプとして表示されま
す。Canary ノードにカーソルを合わせると、レイテンシー、リクエスト、および障害に関するデータを表
示できます。また、Canary ノードを選択して、ページの下部にさらに多くのデータを表示することもでき
ます。ページのこの領域から、[View in Synthetics (Synthetics で表示)] を選択して CloudWatch Synthetics 
コンソールにジャンプし、Canary の詳細を表示するか、[View Traces (トレースの表示)] を選択してこの 
Canary の実行からのトレースの詳細を表示できます。

トレースが有効な Canary にも、その詳細ページに [Tracing (トレース)] タブがあり、Canary の実行から
のトレースとセグメントの詳細が表示されます。

トレースを有効にすると、Canary 実行時間が 2.5%～7% 増加します。

トレースが有効になっている Canary は、以下のアクセス許可を持つロールを使用する必要がありま
す。Canary を作成するときにコンソールを使用してロールを作成する場合、これらのアクセス許可が与え
られます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Sid230934", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "xray:PutTraceSegments" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Canary によってトレースを生成すると、料金が発生します。X-Ray 料金の詳細については、AWS X-Ray 
の料金を参照してください。

VPC で Canary を実行する
VPC のエンドポイントとパブリック内部エンドポイントで Canary を実行できます。VPC で Canary を実
行するには、VPC で [DNS 解決] オプションと [DNS ホスト名] オプションの両方を有効にする必要があり
ます。詳細については、「VPC での DNS の使用」を参照してください。

VPC エンドポイントで Canary を実行する場合は、Canary から CloudWatch にメトリクスを送信した
り、Amazon S3 にアーティファクトを送信したりする方法を指定する必要があります。VPC がインター
ネットアクセス用にすでに有効になっている場合は、何の操作も必要ありません。Canary は VPC で実行
されますが、インターネットにアクセスしてメトリクスとアーティファクトをアップロードできます。

VPC でインターネットアクセスがまだ有効になっていない場合は、次の 2 つのオプションがあります。

• インターネットアクセスを有効にします。詳細については、次の「VPC で Canary へのインターネット
アクセスを許可する (p. 372)」セクションを参照してください。

• VPC をプライベートにしておく場合は、プライベート VPC エンドポイントを介してデータを 
CloudWatch や Amazon S3 に送信するように Canary を設定できます。まだ設定していない場合は、こ
れらのサービス用のエンドポイントを VPC で作成する必要があります。詳細については、「インター
フェイス VPC エンドポイントでの CloudWatch および CloudWatch Synthetics の使用 (p. 1243)」およ
び「Amazon S3 における Amazon VPC エンドポイント」を参照してください。

VPC で Canary へのインターネットアクセスを許可する
VPC 内の Canary へのインターネットアクセスを許可するには、次の手順を実行します。
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VPC 内の Canary にインターネットアクセスを許可するには

1. VPC のパブリックサブネット内に、NAT ゲートウェイをを作成します。手順については、「NAT 
ゲートウェイの作成」を参照してください。

2. Canary が起動されるプライベートサブネットのルートテーブルに新しいルートを追加します。次を指
定します:

• [Destination] (送信先) に「0.0.0.0/0」と入力します。
• [Target] (ターゲット) で [NAT Gateway] (NAT ゲートウェイ) をクリックし、作成した NAT ゲート

ウェイの ID を選択します。
• [ルートの保存] を選択します。

ルートテーブルへのルートの追加については、「ルートテーブルのルートの追加と削除」を参照して
ください。

Note

NAT ゲートウェイへのルートのステータスが、[active] (アクティブ) であることを確認しま
す。NAT ゲートウェイが削除され、そのルートが更新されていない場合は、ステータスが
「blackhole」になります。詳細については、「NAT ゲートウェイの使用」を参照してください

Canary アーティファクトの暗号化
CloudWatch Synthetics は、スクリーンショット、HAR ファイル、レポートなどの Canary アーティファ
クトを Amazon S3 バケットに保存します。デフォルトでは、これらのアーティファクトは保存時に AWS 
マネージドキーを使用して暗号化されます。詳細については、「AWS マネージドキー」を参照してくださ
い。

また、別の暗号化オプションを使用することも選択できます。CloudWatch Synthetics では、以下がサポー
トされています。

• SSE-S3 – Amazon S3 マネージドキーを使用したサーバー側の暗号化 (SSE)
• SSE-KMS – AWS KMS カスタマー管理キーを使用したサーバー側の暗号化 (SSE)。

AWS マネージドキーを使用するデフォルトの暗号化オプションを選択する場合には、追加のアクセス許可
は必要ありません。

SSE-S3 暗号化を使用するには、Canary を作成または更新する際に、暗号化モードとして SSE_S3 を指定
します。この暗号化モードを使用するのであれば、追加のアクセス許可は必要ありません。詳細について
は、「Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を使用したデータの保護」
を参照してください。

AWS KMS のカスタマー管理キーを使用するには、Canary を作成または更新する際に、暗号化モードとし
て SSE-KMS を指定し、同時にキーの Amazon リソースネーム (ARN) も指定します。また、クロスアカウ
ントの KMS キーを使用することもできます。

カスタマー管理のキーを使用するには、次の設定が必要です。

• Canary の IAM ロールには、自分のキーを使用してアーティファクトを暗号化するためのアクセス許可
が必要です。ビジュアルモニターリングを使用している場合は、アーティファクトを復号するためのア
クセス許可も、同時に付与する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": {"Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
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            "kms:GenerateDataKey", 
            "kms:Decrypt" 
        ], 
        "Resource": "Your KMS key ARN" 
    }
}

• IAM ロールにアクセス許可を追加する代わりに、キーポリシーに IAM ロールを追加することもできま
す。複数の Canary に同じロールを使用する場合は、このアプローチも考慮に入れてください。

{ 
    "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "Your synthetics IAM role ARN" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:GenerateDataKey", 
        "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

• クロスアカウントの KMS キーを使用している場合は、「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用
を許可する」を参照してください。

カスタマー管理キーの使用時に暗号化された Canary アーティファクトを表示する

Canary アーティファクトを表示するには、使用しているカスタマー管理キーを更新して、アーティファク
トを表示しているユーザーに対する復号化を AWS KMS に許可します。または、アーティファクトを表示
しているユーザーまたは IAM ロールに復号のためのアクセス許可を追加します。

デフォルトの AWS KMS ポリシーでは、アカウント内の IAM ポリシーが、KMS キーへのアクセス許可
を付与できるようにします。クロスアカウントの KMS キーを使用している場合は、「Why are cross-
account users getting Access Denied errors when they try to access Amazon S3 objects encrypted by a 
custom AWS KMS key?」を参照してください。

KMS キーが原因でアクセスが拒否される問題のトラブルシューティングについては、「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。

ビジュアルモニターリング使用時のアーティファクトの場所と暗
号化の更新
ビジュアルモニターリングを実行する CloudWatch Synthetics では、ユーザーのスクリーンショットと、
(ベースラインとして選択された実行中に) 取得されたベースラインスクリーンショットとを比較します。
アーティファクトの場所または暗号化オプションを更新する場合は、以下のいずれかを実行する必要があ
ります。

• アーティファクト用の以前の Amazon S3 ロケーションと新しい Amazon S3 ロケーションの両方に対す
る十分なアクセス許可が、IAM ロールに付与済みであることを確認します。同時に、以前の暗号化手段
と新しい暗号化手段の両方、ならびに KMS キーに対するアクセス許可があることも確認します。

• 次に新しいベースラインとする Canary 実行を選択して、新しいベースラインを作成します。このオプ
ションを使用する場合、IAM ロールに付与する必要があるのは、新しいアーティファクトの場所と暗号
化オプションに対する、十分なアクセス許可のみです。

新しくベースラインとする実行を選択する際は、この 2 番目のオプションをお勧めします。これによ
り、Canary で今後使用しないアーティファクトの場所や暗号化オプションへの依存関係が必要なくなりま
す。
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例えば Canary が、アーティファクトのアップロードにアーティファクトの場所 A と KMS キー K を使
用しているとします。この Canary で、アーティファクトの場所を B に、KMS キー を L に更新する際に
は、アーティファクトの場所 (A と B) と KMS キー (K と L) のそれぞれ両方に対するアクセス許可が、IAM 
ロールに付与されている必要があります。あるいは、次にベースラインとする新しい実行を選択すること
で、アーティファクトの場所 B と KMS キー L に対するアクセス許可を、Canary IAM ロールが持っている
ことを確認できます。

Canary の統計および詳細の表示
Canary の詳細を表示し、Canary の実行に関する統計を表示できます。

Canary の実行結果に関するすべての詳細を表示するには、十分なアクセス許可を備えたアカウントにロ
グオンしている必要があります。詳細については、「CloudWatch Canary に必要なロールとアクセス許
可 (p. 289)」を参照してください。

Canary の統計情報および詳細を表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Synthetics 

Canaries] (canary の合成) の順にクリックします。

作成した Canary に関する以下の詳細が表示されます。

• [Status] は、最新の実行に合格した Canary の数を視覚的に示します。
• [Groups] (グループ) は、作成したグループと、失敗した canary または警戒すべき canary があるグ

ループの数を表示します。
• [Slowest performers] (最も遅いパフォーマー) グループと、最もパフォーマンスの低い canary のあ

るリージョンを表示します。これらは、グループまたはリージョン内のすべての canary (選択した
期間全体) の平均期間を合計し、それをグループまたはリージョンの canary の数で割ることによっ
て計算されます。最も遅いグループのメトリクスを選択すると、最も遅いグループとその canary の
みが表示されるようにテーブルがフィルタリングされます。テーブルは平均期間でソートされてい
ます。

• ページの下部には、すべての Canary を表示するテーブルがあります。1 つの列には、各 canary に
対して作成されたアラームが表示されます。Canary アラームの命名基準に準拠したアラームのみが
表示されます。この規格は Synthetics-Alarm-canaryName-index  です。CloudWatch コン
ソールの [Synthetics] セクションで作成した Canary アラームでは、この命名規則が自動的に使用さ
れます。CloudWatch コンソールの [Alarms] (アラーム) セクションまたは AWS CloudFormation を
使用してCanary を作成し、この命名規則を使用しない場合、アラームは機能しますが、このリスト
には表示されません。

3. 1 つの canary の詳細を表示するには、[Canaries] テーブルで canary の名前を選択します。

その Canary に関する以下の詳細が表示されます。

• [Availability (アベイラビリティー)] タブには、このCanary の最近の実行に関する情報が表示されま
す。

[Canary runs] では、いずれかの行を選択すると、その実行に関する詳細を表示できます。

グラフの下で、[Steps] (ステップ)、[Screenshot] (スクリーンショット)、[Logs] (ログ)、[HAR file]
(HAR ファイル) を選択して、これらのタイプの詳細を表示できます。Canary でアクティブなト
レースが有効になっている場合は、[Traces (トレース)] を選択して、Canary の実行からトレース情
報を表示することもできます。

Canary の実行のログは S3 バケットと CloudWatch Logs に保存されます。

スクリーンショットは、顧客がウェブページを表示した方法を示しています。HAR ファイル (HTTP 
アーカイブファイル) を使用すると、ウェブページに関する詳細なパフォーマンスデータを表示で
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きます。ウェブリクエストのリストを分析し、項目の読み込み時間などのパフォーマンス問題を検
出できます。ログファイルには、Canary の実行とウェブページとのやり取りの記録が表示されま
す。これらを使用して、エラーの詳細を確認できます。

Canary が syn-nodejs-2.0-beta ランタイム以降を使用する場合、ステータスコード、リクエス
トサイズ、または期間によって HAR ファイルをソートすることができます。

[Steps] (ステップ) タブには、canary のステップ、各ステップのステータス、エラーの理由、ステッ
プ実行後の URL、スクリーンショット、およびステップ実行期間のリストが表示されます。HTTP 
ステップを持つ API Canary については、ランタイム syn-nodejs-2.2 以降を使用している場合
は、ステップとそれに対応する HTTP リクエストを表示できます。

[HTTP Requests] (HTTP リクエスト) タブを選択して、Canary によって行われた各 HTTP リクエス
トのログを表示します。リクエスト/レスポンスヘッダー、レスポンス本文、ステータスコード、エ
ラーとパフォーマンスのタイミング (合計時間、TCP 接続時間、TLS ハンドシェイク時間、最初の
バイト時間、およびコンテンツ転送時間) を表示できます。HTTP/HTTPS モジュールを内部で使用
するすべての HTTP リクエストは、ここで取得されます。

デフォルトで、API Canary においては、セキュリティ上の理由から、リクエストヘッダー、
レスポンスヘッダー、リクエスト本文、およびレスポンス本文はレポートに含まれません。そ
れらを含めるように選択した場合、データは S3 バケットにのみ保存されます。このデータを
レポートに含める方法については、「executeHttpStep(stepName, requestOptions, [callback], 
[stepConfig]) (p. 351)」を参照してください。

テキスト、HTML、および JSON のレスポンス本文のコンテンツタイプがサポートされています。
テキスト/HTML、テキスト/プレーン、アプリケーション/JSON、アプリケーション/x-amz-json-1.0 
のようなコンテンツタイプがサポートされています。圧縮されたレスポンスはサポートされていま
せん。

• [Monitoring (モニターリング)] タブには、この Canary で公開された CloudWatch メトリクスの
グラフが表示されます。これらのメトリクスの詳細については、「Canary によって発行される 
CloudWatch メトリクス (p. 376)」を参照してください。

Canary が公開する CloudWatch グラフィックの下には、Canary の Lambda コードに関連する 
Lambda メトリクスのグラフがあります。

• [Configuration (設定)] タブには、Canary に関する設定とスケジュール情報が表示されます。
• [Groups] (グループ) タブには、この canary が関連付けられているグループがあれば、そのグループ

が表示されます。
• [Tags (タグ)] タブには、Canary に関連付けられたタグが表示されます。

Canary によって発行される CloudWatch メトリクス
Canary は、次のメトリクスを CloudWatchSynthetics 名前空間の CloudWatch に公開しま
す。CloudWatch メトリクスの表示方法の詳細については、「利用可能なメトリクスを表示する (p. 119)」
を参照してください

メトリクス 説明

SuccessPercent 成功し、失敗が見つからないこの Canary の実行の割合。

有効なディメンション: CanaryName

有効な統計: Average

単位: パーセント

Duration Canary 実行の時間 (ミリ秒)。
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メトリクス 説明
有効なディメンション: CanaryName

有効な統計: Average

単位: ミリ秒

2xx 応答コード 200～299 で、OK 応答を返した Canary によって実行された、
ネットワーク要求の数。

このメトリクスは、ランタイムバージョン syn-nodejs-2.0 以降を使用す
る UI Canary について、およびランタイムバージョン syn-nodejs-2.2 以
降を使用する API Canary について、それぞれレポートされます。

有効なディメンション: CanaryName

有効な統計: Sum

単位: 個

4xx 応答コード 400～499 で、Error 応答を返した Canary によって実行された、
ネットワーク要求の数。

このメトリクスは、ランタイムバージョン syn-nodejs-2.0 以降を使用す
る UI Canary について、およびランタイムバージョン syn-nodejs-2.2 以
降を使用する API Canary について、それぞれレポートされます。

有効なディメンション: CanaryName

有効な統計: Sum

単位: 個

5xx 応答コード 500～599 で、Fault 応答を返した Canary によって実行された、
ネットワーク要求の数。

このメトリクスは、ランタイムバージョン syn-nodejs-2.0 以降を使用す
る UI Canary について、およびランタイムバージョン syn-nodejs-2.2 以
降を使用する API Canary について、それぞれレポートされます。

有効なディメンション: CanaryName

有効な統計: Sum

単位: 個

Failed 実行に失敗したCanary 実行の数。これらの失敗は Canary 自体に関連してい
ます。

有効なディメンション: CanaryName

有効な統計: Sum

単位: 個
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メトリクス 説明

Failed requests ターゲットウェブサイトの Canary によって実行され、応答なしで失敗した 
HTTP リクエストの数。

有効なディメンション: CanaryName

有効な統計: Sum

単位: 個

VisualMonitoringSuccessPercentCanary 実行中のベースラインのスクリーンショットに正常に一致したビジュ
アル比較の割合。

有効なディメンション: CanaryName

有効な統計: Average

単位: パーセント

VisualMonitoringTotalComparisonsCanary 実行中に発生したビジュアル比較の合計数。

有効なディメンション: CanaryName

単位: 個

Note

Synthetics ライブラリの executeStep() または executeHttpStep() メソッドのいずれかを
使用する Canary は、各ステップのディメンション CanaryName および StepName を使用して
SuccessPercent および Duration メトリクスも発行します。

Canary を編集または削除する
既存の Canary を編集または削除できます。

Canary を編集する

Canary を編集すると、スケジュールを変更しなくても、Canary を編集したときにスケジュールがリ
セットされます。例えば、1 時間ごとに実行される Canary があり、その Canary を編集した場合、その 
Canary は編集が完了した直後に実行され、その後は 1 時間ごとに実行されます。

Canary を編集または更新するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Synthetics 

Canaries] (canary の合成) の順にクリックします。
3. Canary 名の横にあるボタンを選択し、[Actions (アクション)]、[Edit (編集)] の順に選択します。
4. (オプション) この Canary がスクリーンショットのビジュアルモニターリングを実行し、Canary の次

回の実行をベースラインとして設定する場合は、[次回の実行を新しいベースラインとして設定] を選
択します。

5. (オプション) この Canary がスクリーンショットのビジュアルモニターリングを実行し、ビジュア
ルモニターリングからスクリーンショットを削除する場合、またはビジュアル比較時にスクリーン
ショットの一部を無視するように指定する場合は、[ビジュアルモニターリング] で [ベースラインを編
集] を選択します。
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スクリーンショットが表示され、次のいずれかを実行できます。

• スクリーンショットがビジュアルモニターリングに使用されないようにするには、[ビジュアルテス
トのベースラインからスクリーンショットを削除] を選択します。

• スクリーンショットの一部を、ビジュアル比較時に無視するように指定するには、クリックおよび
ドラッグして無視する領域を描画します。比較中に無視するすべてのエリアについてこれを行った
ら、[保存] を選択します。

6. Canary にその他の必要な変更を行い、[保存] を選択します。

Canary を削除する

Canary を削除するときに、Canary が使用および作成した他のリソースも削除するかどうかを選択できま
す。Canary を削除するときは、次のものも削除する必要があります。

• この Canary で使用する Lambda 関数とレイヤー。これらのプレフィックスは cwsyn-MyCanaryName
です。

• この Canary 用に作成された CloudWatch アラーム。これらのアラームの名前は Synthetics-
Alarm-MyCanaryName で始まります。アラームの削除の詳細については、「CloudWatch アラームの
編集または削除 (p. 206)」を参照してください。

• Amazon S3 オブジェクトとバケット (Canary の結果の場所やアーティファクトの場所など)。
• Canary 用に作成した IAM ロール。これらの名前は role/service-role/
CloudWatchSyntheticsRole-MyCanaryName です。

• Canary 用に作成された CloudWatch Logs のロググループ。これらのロググループの名前は /aws/
lambda/cwsyn-MyCanaryName-randomId です。

Canary を削除する前に Canary の詳細を表示し、これらの情報を書き留めておきます。これによ
り、Canary の削除後に正しいリソースを削除できます。

Canary を削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Synthetics 

Canaries] (canary の合成) の順にクリックします。
3. Canary が現在、RUNNING 状態の場合、停止する必要があります。削除できるの

は、STOPPED、READY(NOT_STARTED)、または ERROR 状態の Canary のみです。

Canary を停止するには、Canary 名の横にあるボタンをクリックし、[Actions] (アクション)、[Stop]
(停止) の順に選択します。

4. Canary 名の横にあるボタンを選択し、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選択します。
5. Canary 用に作成され、Canary が使用している他のリソースも削除するかどうかを選択します。これ

には、Lambda 関数とそのレイヤー、および Canary の IAM ロールと IAM ポリシーが含まれます。

Canary の IAM ロールと IAM ポリシーを削除するには、適切なアクセス許可が必要です。詳細につい
ては、「CloudWatch Synthetics の AWS マネージド (事前定義された) ポリシー (p. 1188)」を参照し
てください。

6. ボックスに Delete と入力し、[Delete (削除)] を選択します。
7. このセクションで前述したように、Canary により使用され、Canary 用に作成されたその他のリソー

スを削除します。
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複数の Canary のランタイムを開始、停止、削除、ま
たは更新する
1 回のアクションで、最大 5 つの Canary のランタイムを停止、開始、削除、または更新できま
す。Canary のランタイムを更新すると、Canary が使用する言語とフレームワークで使用可能な最新のラ
ンタイムに更新されます。

複数の Canary を選択し、且つそのうちの一部の Canary のみが選択したアクションで有効な状態である
場合、アクションはそのアクションが有効な Canary でのみ実行されます。例えば、現在実行中の Canary 
と実行されていない Canary を選択し、 Canary を起動するように選択した場合、まだ実行されていない 
Canary が起動しますが、すでに実行されている Canary は影響を受けません。

選択した Canary のいずれもアクションに対して有効でない場合、そのアクションはメニューに表示され
ません。

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Synthetics 

Canaries] (canary の合成) の順にクリックします。
3. 停止、開始、または削除する Canary の横にあるチェックボックスをオンにします。
4. [Actions]] (アクション) を選択し、[Start] (開始)、[Stop] (停止)、[Delete] (削除)、または [Update 

Runtime] (ランタイムを更新) を選択します。

Amazon EventBridge による Canary イベントのモニ
ターリング
Amazon EventBridge イベントルールは、Canary がステータスを変更したり、実行を完了したときに
通知することができます。EventBridge は、AWS リソースの変更を記述したシステムイベントのスト
リームをほぼリアルタイムに配信します。CloudWatch Synthetics 機能は、これらのイベントをベストエ
フォートベースで EventBridge に送信します。ベストエフォート配信とは、CloudWatch Synthetics がす
べてのイベントを EventBridge に送信しようとしますが、まれにイベントが配信されない場合がありま
す。EventBridge は、受信したすべてのイベントを少なくとも 1 回は処理します。さらに、イベントリス
ナーは、イベントが発生した順序でイベントを受信しない場合があります。

Note

Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースからのデータに接続するために
使用できるイベントバスサービスです。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの
「Amazon EventBridge とは」を参照してください。

CloudWatch Synthetics は、Canary が状態を変更したり、実行を完了したりしたときにイベントを出力
します。CloudWatch Synthetics から送信されたすべてのイベントタイプに一致するイベントパターンを
含む EventBridge ルール、または特定のイベントタイプのみに一致する EventBridge ルールを作成できま
す。Canary がルールをトリガーすると、EventBridge はルールに定義されたターゲットアクションを呼び
出します。これにより通知を送信し、イベント情報を取得し、Canary の状態の変化または Canary の実
行の完了に対応して是正措置を講じることができます。例えば、次のユースケースのルールを作成できま
す。

• Canary 実行が失敗した場合の調査
• Canary が ERROR 状態に入った時期を調べる
• Canary のライフサイクルの追跡
• ワークフローの一部としての Canary 実行の成功または失敗のモニターリング
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CloudWatch Synthetics からのイベントの例
このセクションでは、CloudWatch Synthetics のサンプルイベントを示します。イベントフォーマットの詳
細については、「EventBridge のイベントとイベントパターン」を参照してください。

Canary 状態変更

このイベントタイプでは、current-state および previous-state の値は次のようになります。

CREATING | READY | STARTING | RUNNING | UPDATING | STOPPING | STOPPED | ERROR

{ 
                "version": "0", 
                "id": "8a99ca10-1e97-2302-2d64-316c5dedfd61", 
                "detail-type": "Synthetics Canary Status Change", 
                "source": "aws.synthetics", 
                "account": "123456789012", 
                "time": "2021-02-09T22:19:43Z", 
                "region": "us-east-1", 
                "resources": [], 
                "detail": { 
                                "account-id": "123456789012", 
                                "canary-id": "EXAMPLE-dc5a-4f5f-96d1-989b75a94226", 
                                "canary-name": "events-bb-1", 
                                "current-state": "STOPPED", 
                                "previous-state": "UPDATING", 
                                "source-location": "NULL", 
                                "updated-on": 1612909161.767, 
                                "changed-config": { 
                                                "executionArn": { 
                                                                "previous-value": 
 "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:cwsyn-events-bb-1-af3e3a05-
dc5a-4f5f-96d1-989EXAMPLE:1", 
                                                                "current-value": 
 "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:cwsyn-events-bb-1-af3e3a05-
dc5a-4f5f-96d1-989EXAMPLE:2" 
                                                }, 
                                                "vpcId": { 
                                                                "current-value": "NULL" 
                                                }, 
                                                "testCodeLayerVersionArn": { 
                                                                "previous-
value": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:cwsyn-events-bb-1-af3e3a05-
dc5a-4f5f-96d1-989EXAMPLE:1", 
                                                                "current-value": 
 "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:layer:cwsyn-events-bb-1-af3e3a05-
dc5a-4f5f-96d1-989EXAMPLE:2" 
                                                } 
                                }, 
                                "message": "Canary status has changed" 
                }
}

Canary 実行が正常に完了しました

{ 
                "version": "0", 
                "id": "989EXAMPLE-f4a5-57a7-1a8f-d9cc768a1375", 
                "detail-type": "Synthetics Canary TestRun Successful", 
                "source": "aws.synthetics", 
                "account": "123456789012", 
                "time": "2021-02-09T22:24:01Z", 
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                "region": "us-east-1", 
                "resources": [], 
                "detail": { 
                                "account-id": "123456789012", 
                                "canary-id": "989EXAMPLE-dc5a-4f5f-96d1-989b75a94226", 
                                "canary-name": "events-bb-1", 
                                "canary-run-id": "c6c39152-8f4a-471c-9810-989EXAMPLE", 
                                "artifact-location": "cw-syn-results-123456789012-us-
east-1/canary/us-east-1/events-bb-1-ec3-28ddbe266797/2021/02/09/22/23-41-200", 
                                "test-run-status": "PASSED", 
                                "state-reason": "null", 
                                "canary-run-timeline": { 
                                                "started": 1612909421, 
                                                "completed": 1612909441 
                                }, 
                                "message": "Test run result is generated successfully" 
                }
}

Canary 実行が正常に完了しませんでした

{ 
                "version": "0", 
                "id": "2644b18f-3e67-5ebf-cdfd-bf9f91392f41", 
                "detail-type": "Synthetics Canary TestRun Failure", 
                "source": "aws.synthetics", 
                "account": "123456789012", 
                "time": "2021-02-09T22:24:27Z", 
                "region": "us-east-1", 
                "resources": [], 
                "detail": { 
                                "account-id": "123456789012", 
                                "canary-id": "af3e3a05-dc5a-4f5f-96d1-9989EXAMPLE", 
                                "canary-name": "events-bb-1", 
                                "canary-run-id": "0df3823e-7e33-4da1-8194-b04e4d4a2bf6", 
                                "artifact-location": "cw-syn-results-123456789012-us-
east-1/canary/us-east-1/events-bb-1-ec3-989EXAMPLE/2021/02/09/22/24-21-275", 
                                "test-run-status": "FAILED", 
                                "state-reason": "\"Error: net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED \"" 
                                "canary-run-timeline": { 
                                                "started": 1612909461, 
                                                "completed": 1612909467 
                                }, 
                                "message": "Test run result is generated successfully" 
                }
}

イベントが重複したり、順序が順不同である可能性があります。イベントの順序を決定するには、 time
プロパティを使用します。

EventBridge ルールを作成するための前提条件
CloudWatch Synthetics 用の EventBridge ルールを作成する前に、以下を行う必要があります。

• EventBridge のイベント、ルール、ターゲットに精通しておいてください。
• EventBridge ルールによって呼び出されるターゲットを作成して設定します。ルールは、以下のような

さまざまなタイプのターゲットを呼び出すことができます。
• Amazon SNS トピック
• AWS Lambda 関数
• Kinesis Streams
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• Amazon SQS キュー

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「 Amazon EventBridge とは」および「Amazon 
EventBridge の開始方法」を参照してください。

EventBridge ルールを作成する (CLI)
以下の例の手順は、us-east-1 の my-canary-name という名前の Canary が実行を完了するか、状態を
変更したときに Amazon SNS トピックを公開する EventBridge ルールを作成します。

1. ルールを作成します。

aws events put-rule \ 
  --name TestRule \ 
  --region us-east-1 \  
  --event-pattern "{\"source\": [\"aws.synthetics\"], \"detail\": {\"canary-name\": 
 [\"my-canary-name\"]}}"

パターンから省略したプロパティはすべて無視されます。
2. トピックをルールターゲットとして追加します。

• topic-arn を Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。

aws events put-targets \ 
  --rule TestRule \ 
  --targets "Id"="1","Arn"="topic-arn"

Note

Amazon EventBridge にターゲットトピックの呼び出しを許可するには、トピックにリソー
スベースのポリシーを追加する必要があります。詳細については、Amazon EventBridge ユー
ザーガイドの「Amazon SNS のアクセス許可」を参照してください。

詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「EventBridge のイベントとイベントパターン」
を参照してください。

CloudWatch Evidently での起動と A/B 実験を実行
する

Amazon CloudWatch Evidently を使用すると、機能のロールアウト中に、新しい機能を指定した割合の
ユーザーに提供することによって安全に検証できます。新機能のパフォーマンスをモニターリングする
と、ユーザーへのトラフィックを増やしていくタイミングを決定するのに役立ちます。こうすれば、機能
を完全に起動する前に、リスクを軽減し、意図しない結果を明確化できます。

また、A/B 実験を実行して、証拠とデータに基づいて機能の設計を決定することもできます。実験では、
一度に最大 5 つのバリエーションをテストできます。Evidently では、実験データを収集し、統計的手法を
用いて分析します。また、どのバリエーションが優れているかについて、明確なレコメンデーションを提
供します。ユーザー向け機能とバックエンド機能の両方をテストできます。

Evidently の料金
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Evidently イベントと Evidently 分析ユニットに基づいて、アカウントに課金されます。Evidently イベント
には、クリックやページビューなどのデータイベントと、ユーザーに提供する機能のバリエーションを決
定する割り当てイベントが含まれます。

Evidently 分析ユニットは、Evidently で作成したルールに基づいて、Evidently イベントから生成されま
す。分析ユニットは、イベントのルールとの一致の数です。例えば、ユーザーのクリックイベントで、1 
つの Evidently 分析ユニット (クリック数) が生成される場合があります。もう 1 つの例は、ユーザーの
チェックアウトイベントで、チェックアウト値とカート内のアイテム数という 2 つの Evidently 分析ユ
ニットが生成される場合があります。料金の詳細については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照し
てください。

CloudWatch Evidently は現在、以下のリージョンで利用できます。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• 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)
• 欧州 (フランクフルト)
• 欧州 (アイルランド)
• 欧州 (ストックホルム)

トピック
• Evidently を使用するための IAM ポリシー (p. 384)
• プロジェクト、機能、起動、実験を作成する (p. 385)
• 機能、起動、実験を管理する (p. 400)
• アプリケーションにコードを追加する (p. 404)
• プロジェクトデータストレージ (p. 406)
• Evidently の結果算出方法 (p. 408)
• ダッシュボードで起動結果を表示する (p. 410)
• ダッシュボードで実験結果を表示する (p. 410)
• CloudWatch Evidently がデータを収集して保存する方法 (p. 411)
• Evidently のサービスにリンクされたロールを使用する (p. 412)
• CloudWatch Evidently クォータ (p. 414)
• チュートリアル: Evidently のサンプルアプリケーションを使用した A/B テスト (p. 414)

Evidently を使用するための IAM ポリシー
CloudWatch Evidently を完全に管理するには、以下のアクセス許可を持つ IAM ユーザーまたはロールとし
てサインインする必要があります。

• AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess ポリシー
• ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess ポリシー

さらに、Amazon S3 または CloudWatch Logs に評価イベントを保存するプロジェクトを作成するには、
次のアクセス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogDelivery", 
                "logs:DeleteLogDelivery", 
                "logs:DescribeResourcePolicies", 
                "logs:PutResourcePolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]

CloudWatch RUM 統合のための追加のアクセス許可

さらに、Amazon CloudWatch RUM と統合し、CloudWatch RUM メトリクスをモニターリングに使用す
る Evidently 起動または実験を管理する場合は、AmazonCloudWatchRUMFullAccess ポリシーが必要で
す。IAM ロールを作成して CloudWatch RUM ウェブクライアントに CloudWatch RUM にデータを送信す
るアクセス許可を付与するには、次のアクセス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchRUMEvidentlyRole-*", 
                "arn:aws:iam::*:policy/service-role/CloudWatchRUMEvidentlyPolicy-*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Evidently への読み取り専用アクセス許可

Evidently データを表示する必要があるが、Evidently リソースを作成する必要がない他のユーザーに
は、AmazonCloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess ポリシーを付与できます。

プロジェクト、機能、起動、実験を作成する
CloudWatch Evidently を開始するには、機能の起動または A/B 実験に対して、まず プロジェクト を作成
します。プロジェクトは、リソースを論理的にグループ化したものです。プロジェクト内では、テストま
たは起動をするバリエーションがある機能を作成します。機能は、起動または実験を作成する前、または
同時に作成できます。
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トピック
• の新規プロジェクトの作成 (p. 386)
• クライアント側の評価を使用する - AWS AppConfig を使用 (p. 387)
• プロジェクトに機能を追加する (p. 390)
• セグメントを使用してオーディエンスを絞り込む (p. 392)
• 起動の作成 (p. 395)
• 実験の作成 (p. 397)

の新規プロジェクトの作成
次の手順を使用して、新しい CloudWatch Evidently プロジェクトをセットアップします。

新しい CloudWatch Evidently プロジェクトを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. [Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
4. [Project name] (プロジェクト名) には、CloudWatch Evidently コンソール内でこのプロジェクトの識

別に使用する名前を入力します。

オプションとしてプロジェクトの説明を追加することもできます。
5. [Evaluation event storage] (評価イベントストレージ) で、Evidently で収集した評価イベントを保存

するかどうかを選択します。これらのイベントを保存しなくても、Evidently はイベントを集約し
て、Evidently ダッシュボードで表示できるメトリクスやその他の実験データを作成します。詳細につ
いては、「プロジェクトデータストレージ (p. 406)」を参照してください。

6. [Use client-side evaluation] (クライアント側の評価を使用する) で、このプロジェクトでクライアン
ト側の評価を有効にするかどうかを選択します。クライアント側の評価では、アプリケーションが
EvaluateFeature オペレーションを呼び出す代わりに、ローカルでバリエーションをユーザーセッ
ションに割り当てることができます。これにより、API コールに伴うレイテンシーと可用性のリス
クが軽減されます。詳細については、「クライアント側の評価を使用する - AWS AppConfig を使
用 (p. 387)」を参照してください。

クライアント側の評価を伴うプロジェクトを作成するには、アクセス許可
evidently:ExportProjectAsConfiguration が必要です。

クライアント側の評価を有効にする場合は、次の操作も行ってください。

a. 既存の AWS AppConfig アプリケーションを使用するか、新しいアプリケーションを作成するか
を選択します。

b. 既存の AWS AppConfig 環境を使用するか、新しい環境を作成するかを選択します。

AWS AppConfig のアプリケーションと環境の詳細については、「AWS AppConfig の仕組み」を
参照してください。

7. (オプション) このプロジェクトにタグを追加するには、[Tags] (タグ)、[Add new tag] (新しいタグを追
加) を選択します。

[Key] (キー) に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。

(オプション) 別のタグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグを追加) を再度選択します。

詳細については、「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。
8. [Create project] (プロジェクトの作成) を選択します。
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クライアント側の評価を使用する - AWS AppConfig を使用
プロジェクトでクライアント側の評価 - AWS AppConfig を使用 (クライアント側の評価) を使用すると、
アプリケーションが EvaluateFeature オペレーションを呼び出してバリエーションを割り当てるのでは
なく、ローカルでバリエーションをユーザーセッションに割り当てることができます。これにより、API 
コールに伴うレイテンシーと可用性のリスクが軽減されます。

クライアント側の評価を使用するには、AWS AppConfig Lambda の拡張機能を Lambda 関数のレイヤー
としてアタッチし、環境変数を設定します。クライアント側の評価は、ローカルホストのサイドプロセ
スとして実行されます。次に、localhost に対して [EvaluationFeature] および [PutProjectEvent] オペ
レーションを呼び出すことができます。クライアント側の評価プロセスでは、バリエーションの割り当
て、キャッシュ、およびデータ同期の処理が行われます。AWS AppConfig の詳細については、「AWS 
AppConfig の仕組み」を参照してください。

AWS AppConfig と統合する場合、Evidently に対して AWS AppConfig アプリケーション ID と AWS 
AppConfig 環境 ID を指定します。Evidenly のプロジェクト間では、同じアプリケーション ID と環境 ID 
を使用できます。

クライアント側の評価を有効にしたプロジェクトを作成すると、Evidently はそのプロジェクトの AWS 
AppConfig 設定プロファイルを作成します。各プロジェクトの設定プロファイルは異なります。

クライアント側の評価のアクセスコントロール

Evidently のクライアント側の評価では、他の Evidently とは異なるアクセスコントロールメカニズムを使
用しています。このことを理解していただき、適切なセキュリティ対策を実施することを強くお勧めしま
す。

Evidently では、ユーザーが個々のリソースで実行できるアクションを制限する IAM ポリシーを作成でき
ます。例えば、[EvaluateFeature] アクションを持つことを禁止するユーザーロールを作成することができ
ます。IAM ポリシーで制御できる Evidently アクションの詳細については、「Actions defined by Amazon 
CloudWatch Evidently」(Amazon CloudWatch Evidentlyで定義されるアクション) を参照してください。

クライアント側の評価モデルでは、プロジェクトのメタデータを使用する Evidently 機能をローカルで評
価できます。クライアント側の評価が有効になっているプロジェクトのユーザーは、ローカルホストのエ
ンドポイントに対して [EvaluateFeature] API を呼び出すことができますが、このAPI コールは Evidently 
に到達せず、Evidenly サービスの IAMポリシーによって認証されません。この呼び出しは、ユーザーが
[EvaluateFeature] アクションを使用する IAM アクセス許可を持っていない場合でも成功します。ただし、
エージェントが評価イベントやカスタムイベントをバッファリングし、Evidently に非同期的にデータをオ
フロードするためには、ユーザーにはアクセス許可 [PutProjectEvents] が必要です。

また、ユーザーは、クライアント側の評価を使用するプロジェクトを作成するためのアクセス許可
evidently:ExportProjectAsConfiguration を持っている必要があります。これにより、クライア
ント側の評価中に呼び出される [EvaluateFeature] アクションへのアクセスを制御しやすくなります。

クライアント側の評価のセキュリティモデルが、他の Evidently に設定したポリシーを
覆す可能性があるため、アクセスコントロールは慎重に行ってください。アクセス許可
evidently:ExportProjectAsConfiguration を持つユーザーは、IAM ポリシーで [EvaluateFeature]
アクションが明示的に拒否されている場合でも、クライアント側の評価を有効にしたプロジェクトを作成
し、[EvaluateFeature] アクションを使用してそのプロジェクトでクライアント側の評価を行うことができ
ます。

Lambda の使用を開始する

Evidently では現在、AWS Lambda 環境を使用するクライアント側の評価がサポートされています。開始
するには、まず、どの AWS AppConfig アプリケーションと環境を使用するかを決めます。既存のアプリ
ケーションと環境を選択するか、または新しいアプリケーションと環境を作成するかを選択します。

次のサンプル AWS AppConfig AWS CLI コマンドはアプリケーションと環境を作成します。
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aws appconfig create-application --name YOUR_APP_NAME

aws appconfig create-environment --application-id YOUR_APP_ID --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME

次に、これらの AWS AppConfig リソースを使用して Evidently プロジェクトを作成します。詳細について
は、「 の新規プロジェクトの作成 (p. 386)」を参照してください。

クライアント側の評価は、Lambda レイヤーを使用することで Lambda でサポートされます。これは
AWS-AppConfig-Extension の一部であるパブリックレイヤーで、AWS AppConfig サービスによって作
成されたパブリック AWS AppConfig 拡張機能です。Lambda レイヤーの詳細については、「レイヤー」
を参照してください。

クライアント側の評価を使用するには、このレイヤーを Lambda 関数に追加し、アクセス許可と環境変数
を設定する必要があります。

Evidently クライアント側の評価 Lambda レイヤーを Lambda 関数に追加して設定するには

1. Lambda 関数を作成します (まだ作成していない場合)。
2. クライアント側の評価レイヤーを関数に追加します。その ARN を指定するか、まだ選択していない

場合は AWS レイヤーのリストから選択することができます。詳細については、「関数を設定してレ
イヤーを使用する」と「AWS AppConfig Lambda 拡張機能の使用可能なバージョン」を参照してくだ
さい。

3. [EvidentlyAppConfigCachingAgentPolicy] という名前の IAM ポリシーを以下の内容で作成し、関数の
実行ロールにアタッチします。詳細については、「Lambda 実行ロール」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appconfig:GetLatestConfiguration", 
                "appconfig:StartConfigurationSession", 
                "evidently:PutProjectEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

4. Lambda 関数に必要な環境変数 AWS_APPCONFIG_EXTENSION_EVIDENTLY_CONFIGURATIONS を追
加します。この環境変数は、Evidently プロジェクトと AWS AppConfig リソース間のマッピングを指
定します。

1 つの Evidently プロジェクトでこの関数を使用している場合は、環境変数の値を次
のように設定します: applications/APP_ID/environments/ENVIRONMENT_ID/
configurations/PROJECT_NAME

この関数を複数の Evidently プロジェクトで使用する場合は、次の例のようにコンマを使用
して値を区切ります: applications/APP_ID_1/environments/ENVIRONMENT_ID_1/
configurations/PROJECT_NAME_1, applications/APP_ID_2/
environments/ENVIRONMENT_ID_2/configurations/PROJECT_NAME_2

5. (オプション) 他の環境変数を設定します。詳細については、「設定: AWS AppConfig 
AppConfigLambda の拡張」を参照してください。

6. アプリケーションで、EvaluateFeature を localhost に送信して Evidently の評価をローカルに
入手します。
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Python の例

import boto3
from botocore.config import Config 
         
def lambda_handler(event, context): 
    local_client = boto3.client( 
        'evidently', 
        endpoint_url="http://localhost:2772", 
        config=Config(inject_host_prefix=False) 
    ) 
    response = local_client.evaluate_feature( 
        project=event['project'], 
        feature=event['feature'], 
        entityId=event['entityId'] 
    ) 
    print(response)

Node.js の例:

const AWS = require('aws-sdk');
const evidently = new AWS.Evidently({ 
    region: "us-west-2", 
    endpoint: "http://localhost:2772", 
    hostPrefixEnabled: false
});

exports.handler = async (event) => { 
     
    const evaluation = await evidently.evaluateFeature({ 
        project: 'John_ETCProject_Aug2022', 
        feature: 'Feature_IceCreamFlavors', 
        entityId: 'John' 
    }).promise() 
     
    console.log(evaluation) 
    const response = { 
        statusCode: 200, 
        body: evaluation, 
    }; 
    return response;
};

Kotlin の例:

String localhostEndpoint = "http://localhost:2772/"
public AmazonCloudWatchEvidentlyClient getEvidentlyLocalClient() { 
    return AmazonCloudWatchEvidentlyClientBuilder.standard() 
        
 .withEndpointConfiguration(AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(localhostEndpoint, 
 region)) 
        
 .withClientConfiguration(ClientConfiguration().withDisableHostPrefixInjection(true)) 
        .withCredentials(credentialsProvider) 
        .build();
}

AmazonCloudWatchEvidentlyClient evidently = getEvidentlyLocalClient();

// EvaluateFeature via local client.
EvaluateFeatureRequest evaluateFeatureRequest = new EvaluateFeatureRequest().builder() 
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   .withProject(${YOUR_PROJECT}) //Required. 
   .withFeature(${YOUR_FEATURE}) //Required. 
   .withEntityId(${YOUR_ENTITY_ID}) //Required. 
   .withEvaluationContext(${YOUR_EVAL_CONTEXT}) //Optional: a JSON object of attributes 
 that you can optionally pass in as part of the evaluation event sent to Evidently. 
   .build(); 
    
EvaluateFeatureResponse evaluateFeatureResponse = 
 evidently.evaluateFeature(evaluateFeatureRequest);

// PutProjectEvents via local client.  
PutProjectEventsRequest putProjectEventsRequest = new 
 PutProjectEventsRequest().builder() 
    .withData(${YOUR_DATA}) 
    .withTimeStamp(${YOUR_TIMESTAMP}) 
    .withType(${YOUR_TYPE}) 
    .build(); 
     
PutProjectEvents putProjectEventsResponse = 
 evidently.putProjectEvents(putProjectEventsRequest);

クライアントが Evidently にデータを送信する頻度を設定する

クライアント側の評価が Evidently にデータを送信する頻度を指定するには、オプションで 2 つの環境変
数を設定できます。

• AWS_APPCONFIG_EXTENSION_EVIDENTLY_EVENT_BATCH_SIZE は Evidently に送信する前にバッチ
処理するプロジェクトごとのイベント数を指定します。有効な範囲は 1～50 の整数で、デフォルトは 
40 です。

• AWS_APPCONFIG_EXTENSION_EVIDENTLY_BATCH_COLLECTION_DURATION は Evidently に送信する
前にイベントを待機する時間を秒単位で指定します。デフォルトは 30 です。

トラブルシューティング

以下の情報を参考にして、CloudWatch Evidently のクライアント側の評価 (AWS AppConfig を使用) を実
行する際のトラブルシューティングを行います。

EvaluateFeature オペレーションの呼び出し中にエラー (BadRequestException) が発生しました: 
提供されたパスでは HTTP メソッドがサポートされていません。

環境変数が正しく設定されていない可能性があります。例えば、環境変数名とし
て、AWS_APPCONFIG_EXTENSION_EVIDENTLY_CONFIGURATIONS ではなく
EVIDENTLY_CONFIGURATIONS を使用した可能性があります。

ResourceNotFoundException: デプロイが見つかりません

プロジェクトメタデータの更新が AWS AppConfig にデプロイされていません。クライアント側の評価に
使用した AWS AppConfig 環境で、アクティブなデプロイがあるかどうかを確認します。

ValidationException: プロジェクトで Evidently が設定されていません

AWS_APPCONFIG_EXTENSION_EVIDENTLY_CONFIGURATIONS 環境変数に間違ったプロジェクト名が設
定されている可能性があります。

プロジェクトに機能を追加する
CloudWatch Evidently の機能 は、起動する機能、またはバリエーションをテストする機能を表していま
す。
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機能を追加する前に、プロジェクトを作成する必要があります。詳細については、「 の新規プロジェクト
の作成 (p. 386)」を参照してください。

プロジェクトに機能を追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. プロジェクトの名前を選択します。
4. [Add feature] (機能を追加) を選択します。
5. [Feature name] (機能名) に、このプロジェクト内でこの機能を識別するために使用する名前を入力し

ます。

オプションとして機能の説明を追加することもできます。
6. [Feature variations] (機能のバリエーション) では、[Variation type] (バリエーションの型) として

[Boolean]、[Long]、[Double]、または [String] を選択します。詳細については、「バリエーションの
型 (p. 392)」を参照してください。

7. 機能に最大 5 つのバリエーションを追加します。各バリエーションの [Value] (値) は、選択した
Variation type (バリエーションの型) として有効である必要があります。

デフォルトにするバリエーションの 1 つを指定します。これは、他のバリエーションが比較対象とす
るベースラインであり、現在ユーザーに提供されているバリエーションであることが望ましいです。
これは、この機能の起動や実験に加わっていないユーザーに提供されるバリエーションでもありま
す。

8. [Sample code] (サンプルコード) を選択します。コード例は、バリエーションをセットアップしてそこ
にユーザーセッションを割り当てるためにアプリケーションに追加する必要があるものを示していま
す。コードには JavaScript、Java、および Python を選択できます。

今すぐアプリケーションにコードを追加する必要はありませんが、起動または実験を開始する前に、
追加する必要があります。

詳細については、「アプリケーションにコードを追加する (p. 404)」を参照してください。
9. (オプション) 特定のユーザーに常に特定のバリエーションが表示されるように指定するに

は、[Overrides] (オーバーライド)、[Add override] (オーバーライドを追加) を選択します。次に、ユー
ザー ID、アカウント ID、またはその他の識別子を [Identifier] (識別子) に入力してユーザーを指定し、
そのユーザーに表示されるバリエーションを指定します。

これは、自分のテストチームのメンバーや他の内部ユーザーに特定のバリエーションが必ず表示され
るようにする場合に便利です。オーバーライドが割り当てられているユーザーのセッションは、起動
または実験メトリクスに寄与しません。

[Add override] (オーバーライドを追加) を再度選択して、最大 10 人のユーザーに対してこれを繰り返
すことができます。

10. (オプション) この機能にタグを追加するには、[Tags] (タグ)、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選
択します。

[Key] (キー) に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。

(オプション) 別のタグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグを追加) を再度選択します。

詳細については、「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。
11. [Add feature] (機能を追加) を選択します。
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バリエーションの型
機能を作成してバリエーションを定義するときは、バリエーションの型を選択する必要があります。可能
な型は次のとおりです。

• ブール値
• 長整数
• 倍精度浮動小数点数
• 文字列

バリエーションの型で、コード内の異なるバリエーションを区別する方法を設定します。バリエーション
の型を使用すると、CloudWatch Evidently の実装を簡素化し、起動や実験で機能を変更するプロセスを簡
素化することもできます。

例えば、バリエーションを長整数型にして機能を定義する場合、バリエーションを区別するために指定す
る整数は、コードに直接渡される数値になります。ボタンのピクセルサイズをテストするとします。バリ
エーションの型の値は、各バリエーションで使用されるピクセル数になります。各バリエーションのコー
ドは、バリエーションの型の値を読み取り、それをボタンのサイズとして使用できます。他のコードを変
更せずに、バリエーションの値に使用される数値を変更すれば、新しいボタンサイズをテストできます。

機能内でバリエーションの型の値を設定する場合、CloudWatch Evidently の最初の試行として A/A テスト
を行う場合や、その他の理由がある場合を除き、同じ値を複数のバリエーションに割り当てないようにし
てください。

Evidently は、JSON を型としてネイティブサポートしていませんが、文字列のバリエーション型で JSON 
を渡し、コード内でその JSON を解析できます。

セグメントを使用してオーディエンスを絞り込む
オーディエンスセグメントを定義して起動や実験に使用できます。セグメントとは、1 つまたは複数の特
徴を共有する、オーディエンスの一部分です。例えば、Chrome ブラウザのユーザー、ヨーロッパのユー
ザー、ヨーロッパの Firefox ブラウザのユーザーで、年齢などアプリケーションが収集する他の条件にも適
合するユーザーなどです。

実験でセグメントを使用すると、セグメントの条件に一致するユーザーのみを評価するように実験が制限
されます。起動で 1 つまたは複数のセグメントを使用すると、異なるオーディエンスセグメントに対して
異なるトラフィック分割を定義できます。

セグメントルールのパターンの構文
セグメントを作成するには、セグメントルールのパターンを定義します。ユーザーセッションがそのセグ
メントに含まれるかどうかを評価するために使用する属性を指定します。作成したパターンは、Evidently 
がユーザーセッション内で見つけた evaluationContext の値と比較されます。詳細については、
「EvaluateFeature の使用 (p. 405)」を参照してください。

セグメントルールのパターンを作成するには、パターンに一致させたいフィールドを指定します。ま
た、And、Or、Not、Exists などのロジックもパターンで使用できます。

evaluationContext がパターンと一致するためには、evaluationContext がルールパター
ンのすべての部分と一致する必要があります。Evidently では、ルールパターンに含まれていない
evaluationContext のフィールドは無視されます。

ルールパターンが一致する値は、JSON のルールに従います。二重引用符 (") で囲んだ文字列、数値、およ
びキーワード true、false、および null を含めることができます。

文字列の場合、Evidently では文字単位の厳密な一致が使用され、大文字の小文字化など文字列
の正規化は行われません。そのため、ルールの一致では大文字と小文字が区別されます。例え
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ば、evaluationContext に browser 属性が含まれていても、ルールパターンが Browser をチェック
するため、一致しません。

数値の場合、Evidently では文字列表現を使用します。たとえば、300、300.0、3.0e2 は等しいとはみなさ
れません。

evaluationContext と一致させるルールパターンを記述するときは、TestSegmentPattern API また
は test-segment-pattern CLI コマンドを使用して、パターンが正しい JSON と一致することをテスト
できます。詳細については、TestSegmentPattern を参照してください。

以下は、Evidently セグメントパターンで使用可能なすべての比較演算子をまとめたものです。

比較 例 ルール構文

Null UserId が Null
{ 
    "UserID": [ null ]
}

空 LastName が空白
{ 
    "LastName": [""]
}

等しい ブラウザが「Chrome」
{ 
    "Browser": [ "Chrome" ]
}

および 国が「フランス」および端末が
「モバイル」 { 

    "Country": [ "France" ], 
 "Device": ["Mobile"]
}

または (1 つの属性の複数の値) ブラウザが「クローム」または
「Firefox」 { 

    "Browser": ["Chrome", 
 "Firefox"]
}

または (異なる属性) ブラウザが「Safari」またはデバ
イスが「タブレット」 { 

 "$or": [ 
   {"Browser": ["Safari"]}, 
   {"Device": ["Tablet"}] 
 ]
}

以外 ブラウザが「Safari」以外
{ 
    "Browser": 
 [ { "anything-but": 
 [ "Safari" ] } ]
}

数値 (等しい) Price が 100
{ 
    "Price": [ { "numeric": 
 [ "=", 100 ] } ]
}

393

https://docs.aws.amazon.com/cloudwatchevidently/latest/APIReference/API_TestSegmentPattern.html


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
プロジェクト、機能、起動、実験を作成する

比較 例 ルール構文

数値 (範囲) Price が 10 より大きく 20 以下
{ 
    "Price": [ { "numeric": 
 [ ">", 10, "<=", 20 ] } ]
}

存在する Age フィールドが存在する
{ 
    "Age": [ { "exists": 
 true } ]
} 

存在しない Age フィールドが存在しない
{ 
    "Age": [ { "exists": 
 false } ]
}

プレフィックスで始まる リージョンが米国にある
{ 
    "Region": [ {"prefix": 
 "us-" } ]
}

サフィックスで終わる 場所に「West」のサフィックス
が付く { 

    "Region": [ {"suffix": 
 "West" } ]
}

セグメントルールの例

次のすべての例では、ルールパターンで使用しているものと同じフィールドラベルと値で
evaluationContext の値を渡しているものとします。

次の例は、Browser が Chrome または Firefox で、Location が米国西部の場合に一致します。

{ 
  "Browser": ["Chrome", "Firefox"], 
  "Location": ["US-West"]
}

次の例は、Browser が Chrome 以外のブラウザで、Location が US で始まり、Age フィールドが存在す
る場合に一致します。

{ 
  "Browser": [ {"anything-but": ["Chrome"]}], 
  "Location": [{"prefix": "US"}], 
  "Age": [{"exists": true}]
}

次の例は、Location が日本で、Browser が Safari または Device がタブレットの場合に一致します。

{ 
 "Location": ["Japan"], 
 "$or": [ 
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   {"Browser": ["Safari"]}, 
   {"Device": ["Tablet"]} 
 ]
}

セグメントの作成

セグメントを作成すると、それをあらゆるプロジェクトのあらゆる起動や実験で使用できます。

セグメントを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. [Segments] (セグメント) タブを選択します。
4. [Create segment] を選択します。
5. [Segment name] (セグメント名) に、このセグメントを識別するために使用する名前を入力します。

必要に応じて説明を追加することもできます。
6. [Segment pattern] (セグメントパターン) に、ルールパターンを定義する JSON ブロックを入力しま

す。ルールパターンの構文の詳細については、「セグメントルールのパターンの構文 (p. 392)」を参
照してください。

起動の作成
新しい機能や変更を特定の割合のユーザーに公開するには、起動を作成します。そうすると、すべての
ユーザーに機能をロールアウトする前に、ページのロード時間やコンバージョンなどの主要なメトリクス
をモニターリングできます。

起動を追加する前に、プロジェクトを作成しておく必要があります。詳細については、「 の新規プロジェ
クトの作成 (p. 386)」を参照してください。

起動を追加するときは、すでに作成した機能を使用するか、起動の作成中に新しい機能を作成できます。

プロジェクトに起動を追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. プロジェクトの名前の横にあるボタンをクリックし、[Project actions] (プロジェクトアクショ

ン)、[Create launch] (起動を作成) を選択します。
4. [Launch name] (起動名) に、このプロジェクト内でこの機能を識別するために使用する名前を入力し

ます。

必要に応じて説明を追加することもできます。
5. [Select from existing features] (既存の機能から選択) または [Add new feature] (新機能を追加) のいず

れかを選択します。

既存の機能を使用する場合は、その機能を [Feature name] (機能名) で選択します。

[Add new feature] (新機能を追加) を選択した場合は、次の作業を行います。

a. [Feature name] (機能名) に、このプロジェクト内でこの機能を識別するために使用する名前を入
力します。必要に応じて説明を追加することもできます。
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b. [Feature variations] (機能のバリエーション) では、[Variation type] (バリエーションの型) として
[Boolean]、[Long]、[Double]、または [String] を選択します。詳細については、「バリエーション
の型 (p. 392)」を参照してください。

c. 機能に最大 5 つのバリエーションを追加します。各バリエーションの [Value] (値) は、選択した
Variation type (バリエーションの型) として有効である必要があります。

デフォルトにするバリエーションの 1 つを指定します。これは、他のバリエーションが比較対象
とするベースラインであり、現在ユーザーに提供されているバリエーションであることが望まし
いです。実験を停止すると、このデフォルトのバリエーションがすべてのユーザーに提供されま
す。

d. [Sample code] (サンプルコード) を選択します。コード例は、バリエーションをセットアップして
そこにユーザーセッションを割り当てるためにアプリケーションに追加する必要があるものを示
しています。コードには JavaScript、Java、および Python を選択できます。

今すぐアプリケーションにコードを追加する必要はありませんが、起動を開始する前に追加する
必要があります。

詳細については、「アプリケーションにコードを追加する (p. 404)」を参照してください。
6. [Launch configuration] (起動設定) で、起動をすぐに開始するか、後で開始するようにスケジュールす

るかを選択します。
7. (オプション) 一般的なオーディエンスに使用するトラフィック分割ではなく、定義したオーディエン

スセグメントに異なるトラフィック分割を指定するには、[Add Segment Overrides] (セグメントオー
バーライドを追加) を選択します。

[Segment Overrides] (セグメントオーバーライド) で、セグメントを選択し、そのセグメントに使用す
るトラフィック分割を定義します。

必要に応じて、[Add Segment Override] (セグメントオーバーライドを追加) を選択して、トラフィッ
ク分割を定義するセグメントをさらに定義できます。起動には最大 6 つのセグメントオーバーライド
を含めることができます。

詳細については、「セグメントを使用してオーディエンスを絞り込む (p. 392)」を参照してくださ
い。

8. [Traffic configuration] (トラフィック設定) で、セグメントオーバーライドと一致しない一般のオーディ
エンスの各バリエーションに割り当てるトラフィックの割合を選択します。また、バリエーションを
ユーザーへの提供から除外することもできます。

[Traffic summary] (トラフィックの概要) は、全体の中でこの起動に利用可能なトラフィックの量を示
します。

9. 後で開始するように起動をスケジュールする場合は、複数のステップを起動に追加できます。各ス
テップでは、バリエーションの提供に異なる割合を使用できます。これを行うには、[Add another 
step] (別のステップを追加) を選択してから、次のステップのスケジュールとトラフィックの割合を指
定します。1 つの起動には、最大 5 つのステップを含めることができます。

10. 起動中にメトリクスを使用して機能のパフォーマンスを追跡する場合は、[Metrics] (メトリク
ス)、[Add metric] (メトリクスを追加) を選択します。CloudWatch RUM メトリクスまたはカスタムメ
トリクスのいずれかを使用できます。

カスタムメトリクスを使用する場合、そのメトリクスを Amazon EventBridge ルールで作成できま
す。カスタムメトリクスを作成するには、次の操作を行います。

• [Custom metrics] (カスタムメトリクス) を選択し、メトリクスの名前を入力します。
• [Metric rule] (メトリクスルール) で、[Entity ID] (エンティティ ID) にエンティティを識別する方法

を入力します。これは、記録されるメトリクス値を発生するアクションを実行するユーザーまたは
セッションです。例は userDetails.userID です。

• [Value key] (値キー) にメトリクスを生成するために追跡する値を入力します。
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• 必要に応じて、メトリクスの単位の名前を入力します。この単位名は表示専用で、Evidently コン
ソールのグラフで使用します。

これらのフィールドを入力すると、EventBridge ルールをコーディングしてメトリクスを作成する方
法の例がボックスに表示されます。EventBridge の詳細については、「Amazon EventBridge とは」を
参照してください。

RUM メトリクスを使用するには、アプリケーションの RUM アプリケーションモニターが既にセッ
トアップされている必要があります。詳細については、「CloudWatch RUM を使用するためにアプリ
ケーションをセットアップする (p. 423)」を参照してください。

Note

RUM メトリクスを使用し、アプリケーションモニターがユーザーセッションの 100% をサ
ンプリングするように設定されていない場合、起動に参加するすべてのユーザーセッション
が Evidently にメトリクスを送信するわけではありません。起動メトリクスが確実に正確で
あるようにするために、アプリケーションモニターはサンプリングにユーザーセッションの 
100% を使用することをお勧めします。

11. (オプション) 起動に少なくとも 1 つのメトリクスを作成する場合、既存の CloudWatch アラームをこ
の起動に関連付けることができます。これを行うには、[Associate CloudWatch alarms] (CloudWatch 
アラームの関連付け) を選択します。

アラームを起動に関連付けると、CloudWatch Evidently はプロジェクト名と起動名を使用してタグを
アラームに追加する必要があります。これは、CloudWatch Evidently がコンソールの起動情報に正し
いアラームを表示できるようにするためです。

CloudWatch Evidently がこれらのタグを追加することを確認するには、[Allow Evidently to tag the 
alarm resource identified below with this launch resource.] (この起動リソースを使用して Evidently が
以下に示すアラームリソースにタグを付けることを許可) を選択します。次に、[Associate alarm] (ア
ラームの関連付け) を選択し、アラーム名を入力します。

CloudWatch アラームの作成については、「 Amazon CloudWatch でのアラームの使用 (p. 180)」を参
照してください。

12. (オプション) この起動にタグを追加するには、[Tags] (タグ)、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選
択します。

[Key] (キー) に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。

(オプション) 別のタグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグを追加) を再度選択します。

詳細については、「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。
13. [Create launch] (起動を作成) を選択します。

実験の作成
実験を使用して、異なるバージョンの機能またはウェブサイトをテストし、実際のユーザーセッションか
らデータを収集します。この方法で、証拠とデータに基づいてアプリケーションでの選択ができます。

実験を追加する前に、プロジェクトを作成しておく必要があります。詳細については、「 の新規プロジェ
クトの作成 (p. 386)」を参照してください。

実験を追加するときは、既に作成した機能を使用するか、実験の作成中に新しい機能を作成できます。

プロジェクトに実験を追加するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を
選択します。

3. プロジェクトの名前の横にあるボタンをクリックし、[Project actions] (プロジェクトアクショ
ン)、[Create experiment] (実験を作成) を選択します。

4. [Experiment name] (実験名) に、このプロジェクト内でこの機能を識別するために使用する名前を入力
します。

必要に応じて説明を追加することもできます。
5. [Select from existing features] (既存の機能から選択) または [Add new feature] (新機能を追加) のいず

れかを選択します。

既存の機能を使用する場合は、その機能を [Feature name] (機能名) で選択します。

[Add new feature] (新機能を追加) を選択した場合は、次の作業を行います。

a. [Feature name] (機能名) に、このプロジェクト内でこの機能を識別するために使用する名前を入
力します。必要に応じて説明を入力することもできます。

b. [Feature variations] (機能のバリエーション) では、[Variation type] (バリエーションの型) として
[Boolean]、[Long]、[Double]、または [String] を選択します。型では、各バリエーションに使用さ
れる値の型を定義します。詳細については、「バリエーションの型 (p. 392)」を参照してくださ
い。

c. 機能に最大 5 つのバリエーションを追加します。各バリエーションの [Value] (値) は、選択した
Variation type (バリエーションの型) として有効である必要があります。

デフォルトにするバリエーションの 1 つを指定します。これは、他のバリエーションが比較対象
とするベースラインであり、現在ユーザーに提供されているバリエーションであることが望まし
いです。この機能を使用する実験を停止すると、デフォルトのバリエーションが以前に実験に参
加していた特定の割合のユーザーに提供されます。

d. [Sample code] (サンプルコード) を選択します。コード例は、バリエーションをセットアップして
そこにユーザーセッションを割り当てるためにアプリケーションに追加する必要があるものを示
しています。コードには JavaScript、Java、および Python を選択できます。

今すぐアプリケーションにコードを追加する必要はありませんが、実験を開始する前に追加する
必要があります。詳細については、「アプリケーションにコードを追加する (p. 404)」を参照し
てください。

6. この実験をそのセグメントに適合するユーザーのみに適用する場合は、必要に応じて [Audience] (オー
ディエンス) で作成したセグメントを選択します。セグメントの詳細については、「セグメントを使
用してオーディエンスを絞り込む (p. 392)」を参照してください。

7. [Traffic split for the experiment] (実験のトラフィック分割) で、実験でセッションを使用することを選
択したオーディエンスの割合を指定します。次に、実験で使用するさまざまなバリエーションにトラ
フィックを割り当てます。

起動と実験の両方が同じ機能で同時に実行されている場合、対象者に対して最初に起動に関する振り
分けが行われます。そして、対象者全体の中から起動用に指定された割合のトラフィックが取得され
ます。その後、ここで指定する割合は、残りのオーディエンスの中から実験に使用される割合になり
ます。さらに残ったトラフィックは、デフォルトのバリエーションで提供されます。

8. [Metrics] (メトリクス) で、実験中のバリエーションを評価するために使用するメトリクスを選択しま
す。評価には、少なくとも 1 つのメトリクスを使用する必要があります。

a. [Metric source] (メトリクスのソース) で、CloudWatch RUM メトリクスを使用するか、カスタム
メトリクスを使用するかを選択します。

b. メトリクスの名前を入力します。[Goal] (目標) で、メトリクスの値が大きい方が良いバリエー
ションである場合、[Increase] (増加) を選択します。メトリクスの値が小さい方が良いバリエー
ションである場合、[Decrease] (減少) を選択します。
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c. カスタムメトリクスを使用している場合は、Amazon EventBridge ルールを使用してメトリクス
を作成できます。カスタムメトリクスを作成するには、次の操作を行います。

• [Metric rule] (メトリクスルール) で、[Entity ID] (エンティティ ID) に、エンティティを識別す
る方法を入力します。これは、記録されるメトリクス値を発生するアクションを実行するユー
ザーまたはセッションです。例は userDetails.userID です。

• [Value key] (値キー) にメトリクスを生成するために追跡する値を入力します。
• 必要に応じて、メトリクスの単位の名前を入力します。この単位名は表示専用で、Evidently コ

ンソールのグラフで使用します。

RUM メトリクスは、このアプリケーションをモニターリングするように RUM をセットアップし
ている場合にのみ使用できます。詳細については、「CloudWatch RUM を使用する (p. 421)」
を参照してください。

Note

RUM メトリクスを使用し、アプリケーションモニターがユーザーセッションの 100% を
サンプリングするように設定されていない場合、実験のすべてのユーザーセッションが
メトリクスを Evidently に送信するわけではありません。実験メトリクスが確実に正確で
あるようにするために、アプリケーションモニターはサンプリングにユーザーセッショ
ンの 100% を使用することをお勧めします。

d. (オプション) 評価するメトリクスをさらに追加するには、[Add metric] (メトリクスを追加) を選択
します。実験中に 3 つのメトリクスを評価できます。

9. (オプション) この実験で使用する CloudWatch アラームを作成するには、[CloudWatch alarms]
(CloudWatch アラーム) を選択します。アラームで、各バリエーションとデフォルトのバリエーショ
ンの結果の差が指定したしきい値より大きいかどうかをモニターリングできます。バリエーション
のパフォーマンスがデフォルトのバリエーションよりも悪く、その差がしきい値より大きい場合、ア
ラーム状態になり、通知されます。

ここでアラームを作成すると、デフォルトのバリエーションではないバリエーションごとに 1 つずつ
アラームが作成されます。

アラームを作成する場合は、以下のように指定します。

• [Metric name] (メトリクス名) で、アラームに使用する実験メトリクスを選択します。
• [Alarm condition] (アラーム条件) で、バリエーションのメトリクス値をデフォルトバリエーション

のメトリクス値と比較した場合に、アラームがアラーム状態になる条件を選択します。例えば、数
字が大きいとバリエーションのパフォーマンスが悪いことを示している場合、[Greater] (より大き
い) または [Greater/Equal] (以上) を選択します。これは、メトリクスがページのロード時間を測定
している場合などに適しています。

• しきい値の数値を入力します。これは、アラームが ALARM 状態になるときのパフォーマンスの差の
パーセンテージです。

• [Average over period] (期間の平均値) で、比較する前に、各バリエーションのメトリクスデータを
まとめて集計する量を選択します。

[Add new alarm] (新しいアラームを追加) を再度選択して、実験にさらにアラームを追加できます。

次に [Set notifications for the alarm] (アラームの通知を設定) を選択して、アラーム通知を送信する 
Amazon Simple Notification Service トピックを選択または作成します。詳細については、「Amazon 
SNS 通知の設定 (p. 187)」を参照してください。

10. (オプション) この実験にタグを追加するには、[Tags] (タグ)、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選
択します。

[Key] (キー) に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。
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(オプション) 別のタグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグを追加) を再度選択します。

詳細については、「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。
11. [Create experiment (実験の作成)] を選択します。
12. 機能バリアントをまだ作成していない場合は、アプリケーションに作成します。
13. [Done] (完了) をクリックします。実験は開始するまで開始されません。

以下の手順を完了すると、実験は直ちに開始されます。

作成した実験を開始するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. プロジェクトの名前を選択します。
4. [Experiments] (実験) タブを選択します。
5. 実験の名前の横にあるボタンをクリックし、[Actions] (アクション)、[Start experiment] (実験を開始) 

を選択します。
6. (オプション) 作成時に行った実験設定を表示または変更するには、[Experiment setup] (実験の設定) を

選択します。
7. 実験が終了する時間を選択します。
8. [Start experiment] (実験を開始) を選択します。

実験がすぐに開始されます。

機能、起動、実験を管理する
作成した機能、起動、および実験を管理するには、これらのセクションの手順を使用します。

トピック
• 機能の現在の評価ルールと対象者トラフィックを確認する (p. 400)
• 起動トラフィックを変更する (p. 401)
• 起動の今後のステップを変更する (p. 401)
• 実験トラフィックを変更する (p. 402)
• 起動を停止する (p. 404)
• 実験を停止する (p. 404)

機能の現在の評価ルールと対象者トラフィックを確認する
CloudWatch Evidently コンソールを使用して、機能の評価ルールが機能の現在の起動、実験、およびバリ
エーションに対象者トラフィックをどのように割り当てているかを確認できます。

機能の対象者トラフィックを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
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3. 機能を含むプロジェクトの名前を選択します。
4. [Features] (機能) タブを選択します。
5. 機能の名前を選択します。

[Evaluation rules] (評価ルール) タブでは、機能の対象者トラフィックのフローを次のように確認でき
ます。

• まず、オーバーライドが評価されます。これらは、特定のユーザーに常に特定のバリエーションを
提供することを指定します。オーバーライドが割り当てられているユーザーのセッションは、起動
または実験メトリクスに寄与しません。

• 次に、残りのトラフィックは、進行中の起動があれば、そこで利用可能になります。起動が進行中
の場合は、[Launches] (起動) セクションには、起動名と機能のバリエーション間で分割された起動
トラフィックが表示されます。[Launches] (起動) セクションの右側の [Traffic] (トラフィック) イン
ジケータには、この起動に割り当てられている利用可能な対象者 (オーバーライド後) の量が表示さ
れます。起動に割り当てられていない残りのトラフィックは、実験があればそこに流れ、さらにデ
フォルトのバリエーションに流れます。

• 次に、残りのトラフィックが、進行中の実験があればそこで利用可能になります。実験が進
行中の場合は、[Experiments] (実験) セクションには、実験の名前と進行状況が表示されま
す。[Experiments] (実験) セクションの右側の [Traffic] (トラフィック) インジケータには、この実験
に割り当てられている利用可能な対象者 (オーバーライドおよび起動後) の量が表示されます。起動
または実験に割り当てられていない残りのトラフィックは、機能のデフォルトのバリエーションと
して提供されます。

起動トラフィックを変更する
起動へのトラフィック割り当ては、起動の進行中を含め、いつでも変更できます。

同じ機能に対して進行中の起動と進行中の実験の両方がある場合、機能トラフィックを変更すると、実
験トラフィックが変更されます。実験で利用可能な対象者は、対象者全体の中で起動に割り当てられて
いない部分であるためです。起動トラフィックを増やすと、実験に利用できる対象者が減少し、起動トラ
フィックを減らしたり、起動を終了したりすると、実験に利用できる対象者が増加します。

起動へのトラフィック割り当てを変更するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. 起動を含むプロジェクトの名前を選択します。
4. [Launches] (起動) タブを選択します。
5. 起動名を選択します。

[Modify launch traffic] (起動トラフィックを変更) を選択します。
6. [Serve] (提供) で、各バリエーションに割り当てる新しいトラフィックの割合を選択します。また、バ

リエーションをユーザーへの提供から除外することもできます。これらの値を変更すると、機能トラ
フィック全体に対する更新の影響が [Traffic summary] (トラフィックの概要) で確認できます。

[Traffic summary] (トラフィックの概要) に、この起動で使用できるトラフィックの総量と、その使用
できるトラフィックの中でこの起動に割り当てられている量が表示されます。

7. [Modify] (変更) を選択します。

起動の今後のステップを変更する
まだ実行されていない起動ステップの設定を変更したり、起動にステップを追加したりできます。
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起動のステップを変更するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. 起動を含むプロジェクトの名前を選択します。
4. [Launches] (起動) タブを選択します。
5. 起動名を選択します。

[Modify launch traffic] (起動トラフィックを変更) を選択します。
6. [Schedule launch] (起動のスケジュールを設定) を選択します。
7. まだ開始していない手順については、実験で使用可能な対象者の割合を変更できます。また、バリ

エーション間でトラフィックの割り当て方法を変更することもできます。

起動にステップを追加するには、[Add another step] (別のステップを追加) を選択します。起動は、最
大 5 つのステップを持つことができます。

8. [Modify] (変更) を選択します。

実験トラフィックを変更する
実験のサンプリングレートはいつでも変更でき、実験の進行中に変更することも可能です。ただし、実験
の実行後に処理の重みを更新することはできません。そのため、実験の実行後に実験に公開されるトラ
フィックの合計を変更することはできても、各処理に対する相対的な割り当てを変更することはできませ
ん。進行中の実験のトラフィックを変更する場合は、バイアスを発生させないように、トラフィック割り
当てを増やすだけにすることをお勧めします。
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実験のトラフィック割り当てを変更するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. 起動を含むプロジェクトの名前を選択します。
4. [Experiments] (実験) タブを選択します。
5. 起動名を選択します。
6. [Modify experiment traffic] (実験トラフィックを変更) を選択します。
7. パーセンテージを入力するか、スライダーを使用して、この実験に割り当てる使用可能なトラフィッ

クの量を指定します。使用可能なトラフィックは、現在の起動に割り当てられているトラフィックが
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ある場合、総対象者からそれを引いた値です。起動または実験に割り当てられていないトラフィック
は、デフォルトのバリエーションで提供されます。

8. [Modify] (変更) を選択します。

起動を停止する
進行中の起動を停止すると、その起動を再開したり、再スタートしたりできなくなります。また、トラ
フィック割り当てのルールとして評価されなくなり、その起動に割り当てられていたトラフィックは、機
能の実験がある場合、そこで利用可能になります。機能の実験がない場合、起動が停止した後、すべての
トラフィックがデフォルトのバリエーションで配信されます。

起動を恒久的に停止するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. 起動を含むプロジェクトの名前を選択します。
4. [Launch] (起動) タブを選択します。
5. 起動の名前の左にあるボタンをクリックします。
6. [Actions] (アクション)、[Cancel launch] (起動をキャンセル) の順に、または [Actions] (アクショ

ン)、[Mark as complete] (完了としてマーク) の順に選択します。

実験を停止する
進行中の実験を停止すると、その実験を再開したり、再スタートしたりできなくなります。それまで実験
に使用されていた部分のトラフィックは、デフォルトのバリエーションで提供されるようになります。

実験を手動で停止せず、終了日を過ぎた場合は、トラフィックは変化しません。実験に割り当てられて
いた部分のトラフィックは、そのまま実験に送られます。これを停止し、代わりに実験トラフィックがデ
フォルトのバリエーションに提供されるようにするには、実験を完了としてマークします。

実験を停止する場合、キャンセルするか、完了としてマークするかを選択できます。キャンセルすると、
実験のリストに [Cancelled] (キャンセル済み) と表示されます。完了としてマークすると、[Completed] (完
了) と表示されます。

実験を恒久的に停止するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. 実験を含むプロジェクトの名前を選択します。
4. [Experiments] (実験) タブを選択します。
5. 実験の名前の左にあるボタンをクリックします。
6. [Actions] (アクション)、[Cancel experiment] (実験をキャンセル) の順に、または [Actions] (アクショ

ン)、[Mark as complete] (完了としてマーク) の順に選択します。

アプリケーションにコードを追加する
CloudWatch Evidently を使用するには、アプリケーションにコードを追加して、各ユーザーセッ
ションにバリエーションを割り当て、Evidently にメトリクスを送信します。CloudWatch Evidently
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EvaluateFeature オペレーションを使用してユーザーセッションにバリエーションを割り当てま
す。PutProjectEvents オペレーションを使用してイベントを送信し、起動または実験のメトリクスを
計算するために使用します。

バリエーションまたはカスタムメトリクスを作成すると、CloudWatch Evidently コンソールに追加する必
要があるコードのサンプルが表示されます。

エンドツーエンドの例については、「チュートリアル: Evidently のサンプルアプリケーションを使用した 
A/B テスト (p. 414)」を参照してください。

EvaluateFeature の使用
起動または実験で機能のバリエーションが使用される場合、アプリケーションは  EvaluateFeature オペ
レーションを使用して、各ユーザーセッションにバリエーションを割り当てます。ユーザーへのバリエー
ションの割り当ては、評価イベントです。このオペレーションを呼び出すとき、以下を渡します。

• 機能名 – 必須。Evidently では、起動または実験の機能評価ルールに従って評価が処理され、エンティ
ティのバリエーションが選択されます。

• entityId – 必須。一意のユーザーを表します。
• evaluationContext – オプション。ユーザーに関する追加情報を表す JSON オブジェクト。セグメントを

作成した場合、Evidently では機能評価中にこの値を使用して、ユーザーをオーディエンスのセグメント
と照合します。詳細については、「セグメントを使用してオーディエンスを絞り込む (p. 392)」を参照
してください。

Evidently に送信できる evaluationContext の値の例を次に示します。

{ 
    "Browser": "Chrome", 
    "Location": { 
        "Country": "United States", 
        "Zipcode": 98007 
    }
}

Sticky 評価

CloudWatch は明らかに「スティッキー」評価を使用します。entityId の単一の構成、機能、機能の構
成および evaluationContext は、常に同じバリエーション割り当てを受け取ります。この変動の割り
当てが変更されるのは、エンティティがオーバーライドに追加されるか、実験トラフィックがダイヤル
アップされる場合のみです。

機能の構成には、以下が含まれます。

• 機能のバリエーション
• この機能で現在実行中の実験のバリエーションの構成 (各バリエーションに割り当てられたパーセン

テージ) (ある場合)。
• この機能で現在実行中のローンチのバリエーションの設定 (ある場合)。バリエーションの構成には、定

義済みのセグメントオーバーライドが含まれます (ある場合)。

実験のトラフィック配分を増やしても、以前に実験処理グループに割り当てられていた entityId には、
引き続き同じ処理が行われます。以前にコントロールグループに割り当てられていた entityId は、実験
のために指定されたバリエーションの構成に従って、実験処理グループに割り当てられている場合があり
ます。

実験のトラフィック配分を減少させると、entityId が処理グループからコントロールグループに移行す
る可能性はありますが、異なる処理グループに移行することはありません。
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PutProjectEvents の使用
明らかにカスタムメトリクスをコーディングするには、 PutProjectEvents オペレーションを使用します。
ペイロードの簡単な例を次に示します。

{ 
    "events": [ 
        { 
            "timestamp": {{$timestamp}}, 
            "type": "aws.evidently.custom", 
            "data": "{\"details\": {\"pageLoadTime\": 800.0}, \"userDetails\": {\"userId\": 
 \"test-user\"}}" 
        } 
    ]
}

entityIdKey は entityId のままにすることも、名前を変更して userId など他のものに変更すること
もできます。実際のイベントでは、entityId は、ユーザー名、セッション ID などになります。

"metricDefinition":{ 
    "name": "noFilter", 
    "entityIdKey": "userDetails.userId", //should be consistent with jsonValue in events 
 "data" fields 
    "valueKey": "details.pageLoadTime"
},

イベントが正しい起動または実験に関連付けられていることを確認するには、同じことを渡す必要があり
ます。EvaluateFeature と PutProjectEvents の両方を呼び出すときは、同じ entityId を渡す必
要があります。EvaluateFeature コールの後に必ず PutProjectEvents を呼び出してください。そう
しないと、データが削除され、CloudWatch では明らかに使用されません。

PutProjectEvents オペレーションでは、入力パラメータとしてフィーチャ名は不要です。このよう
に、単一のイベントを複数の実験で使用できます。例えば、 entityId を userDetails.userId に設
定して EvaluateFeature を呼び出すとします。2 つ以上の実験を実行している場合、そのユーザーの
セッションから 1 つのイベントでそれらの各実験に対してメトリクスを放出できます。これを行うには、
同じ entityId を使用して、実験ごとに1回PutProjectEvents を呼び出します。

[Timing] (タイミング)

アプリケーションが EvaluateFeature をコールした後では、PutProjectEvents からのメトリクイ
ベントがその評価に基づいて帰属される1時間の期間があります。1 時間後にさらにイベントが発生した場
合、そのイベントは帰属しません。

ただし、その最初の呼び出しの 1 時間のウィンドウ中に同じ entityId が新しい EvaluateFeature 呼
び出しに使用された場合、代わりに後の EvaluateFeature 結果が使用され、1 時間のタイマーが再開さ
れます。これは、前の Sticky 評価セクションでの説明のように、実験トラフィックが 2 つの割り当て間で
ダイヤルアップされる場合など、特定の状況でのみ発生します。

エンドツーエンドの例については、「チュートリアル: Evidently のサンプルアプリケーションを使用した 
A/B テスト (p. 414)」を参照してください。

プロジェクトデータストレージ
Evidently は次の 2 つのタイプのイベントを収集します。

• 評価イベントは、ユーザーセッションに割り当てられる機能のバリエーションに関連していま
す。Evidently は、これらのイベントを使用して、メトリクスやその他の実験および起動データを生成し
ます。これらは、Evidently コンソールで表示できます。
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また、これらの評価イベントを Amazon CloudWatch Logs または Amazon S3 に保存することもできま
す。

• カスタムイベントは、クリックやチェックアウトなどのユーザーアクションからメトリクスを生成する
ために使用されます。Evidently では、カスタムイベントを保存するためのメソッドは提供されていませ
ん。保存する場合は、アプリケーションコードを変更して、Evidently 以外のストレージを選択して送信
する必要があります。

評価イベントログの形式
CloudWatch Logs または Amazon S3 に評価イベントを保存する場合、各評価イベントは次の形式でログ
イベントとして保存されます。

{ 
    "event_timestamp": 1642624900215, 
    "event_type": "evaluation", 
    "version": "1.0.0", 
    "project_arn": "arn:aws:evidently:us-east-1:123456789012:project/petfood", 
    "feature": "petfood-upsell-text", 
    "variation": "Variation1", 
    "entity_id": "7", 
    "entity_attributes": {}, 
    "evaluation_type": "EXPERIMENT_RULE_MATCH", 
    "treatment": "Variation1", 
    "experiment": "petfood-experiment-2"
}

上記の評価イベント形式の詳細を以下に示します。

• タイムスタンプは UNIX 時間 (ミリ秒) です。
• バリエーションは、このユーザーセッションに割り当てられている特徴のバリエーションの名前です。
• エンティティ ID は文字列です。
• エンティティ属性は、クライアントから送信された任意の値のハッシュです。たとえば、entityId が

青または緑にマップされている場合、必要に応じて UserID、セッションデータ、または相関関係とデー
タウェアハウスの観点から目的のものを送信できます。

Amazon S3 での評価イベントストレージの IAM ポリシーと暗号
化
Amazon S3 を使用して評価イベントを保存する場合、次のような IAM ポリシーを追加して、Evidently が 
Amazon S3 バケットにログを公開できるようにする必要があります。これは、Amazon S3 バケットとそ
れに含まれているオブジェクトはプライベートであり、デフォルトで他のサービスへのアクセスを許可し
ないためです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSLogDeliveryWrite", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"}, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name/optional_folder/AWSLogs/account_id/*", 
            "Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"}} 
        }, 
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        { 
            "Sid": "AWSLogDeliveryCheck", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"}, 
            "Action": ["s3:GetBucketAcl", "s3:ListBucket"], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name" 
        } 
    ]
}

Evidently データを Amazon S3 に保存する場合は、AWS Key Management Service キーを使用したサー
バー側の暗号化 (SSE-KMS) を使用して暗号化することもできます。詳細については、「サーバー側の暗
号化を使用したデータの保護」を参照してください。

AWS KMS からのカスタマーマネージドキーを使用する場合は、キーの IAM ポリシーに以下を追加する必
要があります。これにより、Evidently はバケットに書き込むことができます。

{ 
    "Sid": "AllowEvidentlyToUseCustomerManagedKey", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": [ 
            "delivery.logs.amazonaws.com" 
        ] 
    }, 
   "Action": [ 
       "kms:Encrypt", 
       "kms:Decrypt", 
       "kms:ReEncrypt*", 
       "kms:GenerateDataKey*", 
       "kms:DescribeKey" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

Evidently の結果算出方法
Amazon CloudWatch Evidently の A/B テストを、データドリブンな意思決定のツールとして使用できま
す。A/B テストでは、ユーザーはコントロールグループ (デフォルトのバリエーションとも呼ばれる) と処
理グループ (テストされたバリエーションとも呼ばれる) のいずれかにランダムに割り当てられます。例え
ば、コントロールグループのユーザーは、実験開始前と同じようにウェブサイト、サービス、またはアプ
リケーションを体験する可能性があります。一方、処理グループのユーザーもこの変化を体験する可能性
があります。

CloudWatch Evidently では、1 つの実験で最大 5 つの異なるバリエーションがサポートされていま
す。Evidently がこれらのバリエーションにトラフィックをランダムに割り当てます。これにより、各グ
ループのビジネスメトリクス (収益など) やパフォーマンスメトリクス (レイテンシーなど) を追跡できま
す。Evidently は以下の操作を行います。

• コントロールグループと処理グループを比較します。(例えば、新しいチェックアウトプロセスで収益が
増加するか減少するかを比較します。)

• 処理グループとコントロールグループで観察された差が有意であるかどうかを示します。これについ
て、Evidently には頻度論的有意水準およびベイズ確率という 2 つのアプローチがあります。

頻度論的アプローチとベイズアプローチを使用する理由
処理グループをコントロールグループと比較しても効果がない場合や、処理グループがコントロールグ
ループと同一である場合を考えてみましょう (A/A テスト)。それでも、処理グループとコントロールグ
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ループとの間にわずかなデータの差が見られます。これは、テスト参加者がウェブサイト、サービス、ま
たはアプリケーションの全ユーザーのごく一部を占める限定されたユーザーサンプルで構成されているた
めです。頻度論的有意水準とベイズ確率を使用することで、観測された差が有意であるか、それとも偶然
によるものなのかを知ることができます。

Evidently は次の点を考慮して、観測された差が有意であるかどうかを判断します。

• 差はどの程度か
• テストに含まれるサンプル数
• データの配布方法

Evidently での頻度論的分析
Evidently は逐次テストを使用するため、頻度論的統計の一般的な落とし穴であるピーキングの問題を回
避することができます。ピーキングとは、進行中の A/B テストの結果をチェックして、テストを停止し、
観察された結果に基づいて意思決定を行うことです。逐次テストの詳細については、Howard (共著) の
「Time-uniform, nonparametric, nonasymptotic confidence sequences」(時間一様、非パラメトリック、非
漸近信頼系列) (Ann. Statist. 49 (2) 1055 - 1080, 2021)を参照してください。

Evidently の結果は常に有効 (常に有効な結果) であるため、実験中に結果を覗いたとしても、確かな結論を
導き出すことができます。そのため、結果に既に有意な意味がある場合は、予定時間前に実験を中止する
ことができるため、実験にかかるコストの一部を削減することができます。

Evidently は、ターゲットメトリクスのテストされたバリエーションとデフォルトのバリエーションとの差
について、常に有効な有意水準と常に有効な 95％ 信頼区間を生成します。実験の [Result] (結果) の列に
は、テストされたバリエーションのパフォーマンスが表示され、次のいずれかになります。

• 非決定的 - 有意水準が 95% 未満である
• 良い - 有意水準が 95% 以上であり、次のいずれかに該当する

• 95% 信頼区間の下限が 0 より大きく、メトリクスが増加する
• 95% 信頼区間の上限が 0 より低く、メトリクスが減少する

• 悪い — 有意水準が 95% 以上で、次のいずれかに該当する
• 95% 信頼区間の上限が 0 より大きく、メトリクスが増加する
• 95% 信頼区間の下限は 0 より低く、メトリクスが減少する

• 最良 — 実験には、デフォルトのバリエーションに加えて 2 つ以上のテスト済みのバリエーションがあ
り、次の条件が満たされています。
• このバリエーションは「良い」に該当します
• 以下のいずれかに該当します:

• 95% 信頼区間の下限は、他のすべてのバリエーションの 95% 信頼区間の上限よりも高く、メトリ
クスは増加します

• 95% 信頼区間の上限は、他のすべてのバリエーションの 95% 信頼区間の下限よりも低く、メトリ
クスは減少します

Evidently でのベイズ分析
ベイズ分析では、テスト済みのバリエーションの平均がデフォルトのバリエーションの平均よりも大きい
か小さいかの確率を計算することができます。Evidently は、共役事前分布を用いてターゲットメトリクス
の平均値に対してベイズ推定を行います。共役事前分布を使用すると、Evidenly はベイズ分析に必要な事
後分布をより効率的に推測できます。

Evidently は実験終了日まで待機してから、ベイズ分析の結果を計算します。結果ページには次の情報が表
示されます。
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• 増加確率 - テスト済みのバリエーションにおけるメトリクスの平均が、デフォルトのバリエーションの
平均よりも少なくとも 3% 大きい確率

• 減少確率 — テスト済みのバリエーションにおけるメトリクスの平均が、デフォルトのバリエーションの
平均よりも少なくとも 3% 小さい確率

• 変化がない確率 — テスト済みのバリエーションにおけるメトリクスの平均がデフォルトのバリエーショ
ンの平均の ±3% 以内にある確率

[Result] (結果) の列には、バリエーションのパフォーマンスが示され、次のいずれかに該当します。

• 良い — 増加確率が 90％ 以上でメトリクスが増加するか、または減少確率が 90％ 以上でメトリクスが
減少する

• 悪い — 減少確率が 90％ 以上でメトリクスが増加するか、または増加確率が 90％ 以上でメトリクスが
減少する

ダッシュボードで起動結果を表示する
実験の進行中および完了後に、実験の進行状況とメトリクスの結果を確認できます。

起動の進捗状況と結果を確認するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. 起動を含むプロジェクトの名前を選択します。
4. [Launch] (起動) タブを選択します。
5. 起動名を選択します。
6. 各ステップの起動手順とトラフィック割り当てを確認するには、[Launch] (起動) タブを選択します。
7. 各バリエーションに割り当てられたユーザーセッションの数を時間の経過とともに確認し、起動での

各バリエーションのパフォーマンスメトリクスを表示するには、[Monitoring] (モニターリング) タブを
選択します。

このビューには、起動中に起動アラームが ALARM 状態になっているかどうかも表示されます。
8. この起動のバリエーション、メトリクス、アラーム、タグを表示するには、[Configuration] (設定) タ

ブを選択します。

ダッシュボードで実験結果を表示する
実験の進行中および完了後に、実験の統計結果を確認できます。実験結果は、実験の開始から 63 日後ま
で確認できます。CloudWatch データ保持ポリシーのため、それより後には利用できません。

各バリエーションに少なくとも 100 個のイベントが発生するまで、統計結果は表示されません。

Evidently では、実験の最後に追加のオフライン p 値分析が実行されます。オフライン p 値分析では、実験
中に使用された p 値のどれかに統計的有意性が見られない場合に、統計的有意性を検出できます。

CloudWatch Evidently がどのようにテスト結果を計算するかについては、「Evidently の結果算出方
法 (p. 408)」を参照してください。

実験の結果を表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を
選択します。

3. 実験を含むプロジェクトの名前を選択します。
4. [Experiments] (実験) タブを選択します。
5. 実験の名前を選択し、[Results] (結果) タブを選択します。
6. [Variation performance] (バリエーションのパフォーマンス) のそばに、表示する実験統計量を選択でき

るコントロールがあります。複数の統計を選択すると、Evidently によって各統計のグラフとテーブル
が表示されます。

各グラフと表には、これまでの実験の結果が表示されます。

各グラフには、次の結果を表示できます。グラフの右側にあるコントロールを使用して、次の項目の
うちどれが表示されるかを指定できます。

• 各バリエーションで記録されたユーザーセッションイベントの数。
• グラフの最上部で選択されたメトリクスの各バリエーションについての平均値。
• 実験の統計的有意性。これにより、グラフの上部で選択したメトリクスについて、デフォルトのバ

リエーションと他の各バリエーションとの差が比較されます。
• 選択したメトリクスについての各バリエーションとデフォルトのバリエーションとの差の 95% 信頼

区間の上限および下限。

テーブルには、行ごとに各バリエーションが表示されます。デフォルトではない各バリエーションに
ついて、統計的に有意な結果を宣言するのに十分なデータを Evidently が受信したかどうかを表示し
ます。また、統計値におけるバリエーションの改善が 95% の信頼水準に達しているかどうかも示しま
す。

最後に、[Result] (結果) 列には、Evidently によって、この統計量に基づいてどのバリエーションが最
適になるかのレコメンデーションが提示されるか、または結果が決定できないと示されます。

CloudWatch Evidently がデータを収集して保存する方
法
Amazon CloudWatch Evidently は、お客様が実験や起動を実行できるように、プロジェクト設定に関連す
るデータを収集して保存します。このデータには以下が含まれています。

• プロジェクト、機能、起動、実験に関するメタデータ
• メトリクスイベント
• 評価データ

リソースメタデータは Amazon DynamoDB に保存されます。データはデフォルトで保管時に AWS 所有
のキー を使用して暗号化されます。これらのキーは、複数の AWS アカウント で使用するために AWS の
サービス が所有し管理する AWS KMS キーのコレクションです。お客様は、これらのキーの使用を閲覧、
管理、監査することはできません。また、お客様のデータを暗号化するキーを保護するためにアクション
を実行したりプログラムを変更したりする必要はありません。

詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS 所有のキー」を参照して
ください。

Evidently メトリクスイベントと評価イベントは、お客様が所有する場所に直接配信されます。

転送中のデータは HTTPS で自動的に暗号化されます。このデータは、お客様が所有する場所に配信され
ます。
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また、評価イベントを Amazon Simple Storage Service または Amazon CloudWatch Logs に保存すること
もできます。これらのサービスでデータを保護する方法の詳細については、「Amazon S3 のデフォルトバ
ケット暗号化の有効化」と「AWS KMS を使用して CloudWatch Logs のログデータを暗号化する」を参照
してください。

データの取得

CloudWatch Evidently API を使用してデータを取得できます。プロジェクトデータを取得するに
は、GetProject または ListProjects を使用します。

機能データを取得するには、GetFeature または ListFeatures を使用します。

起動データを取得するには、GetLaunch または ListLaunches を使用します。

実験データを取得するには、GetExperiment、ListExperiments、または GetExperimentResults を使用しま
す。

データの変更と削除

CloudWatch Evidently API を使用して、データを変更および削除できます。プロジェクトデータについて
は、UpdateProject または DeleteProject を使用します。

機能データについては、UpdateFeature または DeleteFeature を使用します。

起動データについては、UpdateLaunch または DeleteLaunch を使用します。

実験データについては、UpdateExperiment または DeleteExperiment を使用します。

Evidently のサービスにリンクされたロールを使用する
CloudWatch Evidently は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、Evidently に直接リンクされる一意のタイプの IAM ロールです。
サービスにリンクされたロールは Evidently によって事前に定義されており、サービスがユーザーに代わっ
て他の AWS のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないた
め、Evidently の設定が簡単になります。Evidently は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を
定義します。別に定義されている場合を除き、Evidently のみがそのロールを引き受けることができます。
定義される許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれており、そのアクセス許可ポリシー
を他の IAM エンティティに添付することはできません。

サービスリンクロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リソースへの
アクセス許可を不用意に削除することができなくなるため、Evidently のリソースを保護することができま
す。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示
するには、[はい] リンクを選択します。

Evidently のサービスにリンクされたロールのアクセス許可
Evidently は、AWSServiceRoleForCloudWatchEvidently という名前のサービスにリンクされたロールを使
用します - CloudWatch Evidently がお客様に代わって関連する AWS リソースを管理することを許可しま
す。

サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForCloudWatchEvidently は、以下のサービスを信頼して
ロールを引き受けます。

• CloudWatch Evidently
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AmazonCloudWatchEvidentlyServiceRolePolicy という名前のロールのアクセス許可ポリシーは、指定した
リソースに対して以下のアクションを実行することを Evidently に許可します。

• アクション: Evidently シッククライアントで
appconfig:StartDeployment、appconfig:StopDeployment、appconfig:ListDeployments、appconfig:TagResource
を実行します。

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイド の「サービ
スリンクロールのアクセス許可」を参照してください。

Evidently のサービスにリンクされたロールを作成する
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。Evidently シッククライアントを 
　AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API で使い始めると、Evidently によってサービス
にリンクされたロールが作成されます。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。Evidently シッククライアントを使い始めると、Evidence によってサー
ビスにリンクされたロールが再作成されます。

Evidently のサービスにリンクされたロールを編集する
Evidently では、サービスリンクロール AWSServiceRoleForCloudWatchEvidently を編集できません。サー
ビスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性がある
ため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。
詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの編集」を参照してくださ
い。

Evidently のサービスにリンクされたロールを削除する
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。シッククライアントを使用している Evidently プロジェクトはすべて削
除する必要があります。

Note

リソースを削除する際に、Evidently サービスでそのロールが使用されている場合、削除が失敗す
ることがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForCloudWatchEvidently で使用されている Evidently リソースを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニタリング)、[Evidently] を選

択します。
3. プロジェクトのリストで、シッククライアントを使用したプロジェクトの横にあるチェックボックス

を選択します。
4. [Project actions] (プロジェクトアクション)、[Delete project] (プロジェクトの削除) を選択します。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForCloudWatchEvidently 
サービスリンクロールを削除します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされた
ロールの削除」を参照してください。
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Evidently のサービスにリンクされたロールをサポートするリー
ジョン
Evidently は、サービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用をサ
ポートします。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。

CloudWatch Evidently クォータ
CloudWatch Evidently には、以下のクォータがあります。

リソース デフォルトのクォータ

プロジェクト リージョンごと、アカウントごとに 50

クォータは、引き上げをリクエストすることができます。

セグメント リージョンごと、アカウントごとに 500

クォータは、引き上げをリクエストすることができます。

プロジェクトごとのクォータ • 機能は合計 100
• 起動は合計 500
• 実行する起動は 50
• 実験は 合計 500
• 実行する実験は 50

これらのクォータはすべて、リクエストによって引き上げる
ことができます。

API クォータ (リージョンごとのすべて
のクォータ)

• PutProjectEvents: 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) では、1000 TPS (1 秒あ
たりのトランザクション件数) です。その他すべてのリー
ジョンでは 200 TPS です。

• EvaluateFeature: 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) では、1000 TPS です。その
他すべてのリージョンでは 200 TPS です。

• BatchEvaluateFeature: 50 TPS
• Create、Read、Update、Delete (CRUD) の API: CRUD 

API 全体で 10 TPS

これらのクォータはすべて、リクエストによって引き上げる
ことができます。

チュートリアル: Evidently のサンプルアプリケーショ
ンを使用した A/B テスト
このセクションでは、A/B テストに Amazon CloudWatch Evidently を使用するチュートリアルを提供し
ます。このチュートリアルでは、シンプルな React アプリケーションである Evidently のサンプルアプリ
ケーションを使用します。サンプルアプリケーションで、showDiscount 機能を表示するかどうかを設定
します。ユーザーがこの機能を表示すると、ショッピングサイトで表示される価格が 20% の割引価格で表
示されます。
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このチュートリアルでは、一部のユーザーに割引を表示して他のユーザーには表示しなくすることに加
え、両方のバリエーションからページのロード時間のメトリクスを収集するように Evidently を設定しま
す。

ステップ 1: サンプル アプリケーションのダウンロード
まず、Evidently のサンプルアプリケーションをダウンロードします。

サンプルアプリケーションをダウンロードするには

1. 次の Amazon S3 バケットから、サンプルアプリケーションをダウンロードします。

https://evidently-sample-application.s3.us-west-2.amazonaws.com/evidently-sample-
shopping-app.zip

2. パッケージを解凍します。

ステップ 2: Evidently エンドポイントの追加と認証情報の設定
次に、以下の例のように、サンプルアプリケーションのパッケージの src ディレクトリにある
config.js ファイルに、Evidently の リージョンとエンドポイントを追加します。

evidently: {  
    REGION: "us-west-2", 
    ENDPOINT: "https://evidently.us-west-2.amazonaws.com (https://evidently.us-
west-2.amazonaws.com/)",
},

また、アプリケーションに CloudWatch を呼び出すためのアクセス許可があることを確認する必要があり
ます。

サンプルアプリケーションに Evidently を呼び出すためのアクセス許可を付与するには

1. AWS アカウントにフェデレートします。
2. IAM ユーザーを作成し、AmazonCloudWatchEvidentlyFullAccess ポリシーをそのユーザーにアタッチ

します。
3. 次のステップで必要になるため、IAM ユーザーのアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを書き

とめておきます。
4. 次の例のように、このセクションの前半で変更したものと同じ config.js ファイルに、アクセス

キー ID とシークレットアクセスキーの値を入力します。

credential: { 
   accessKeyId: "Access key ID", 
   secretAccessKey: "Secret key"
}

Important

このステップを使用すると、サンプルアプリケーションを可能な限り簡単に試すことができ
ます。実際の本番アプリケーションに IAM ユーザーの認証情報を組み込むことはお勧めしま
せん。代わりに、Amazon Cognito を認証に使用することをお勧めします。詳細については、
「Amazon Cognito のウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションとの統合」を参照
してください。
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ステップ 3: 機能評価用のコードをセットアップする
CloudWatch Evidently を使用して機能を評価する場合は、[EvaluateFeature] オペレーションを使用して、
ユーザーセッションごとに機能のバリエーションをランダムに選択する必要があります。このオペレー
ションは、実験で指定した割合に従って、機能の各バリエーションにユーザーセッションを割り当てま
す。

ブックストアデモアプリケーションの機能評価コードをセットアップするには

1. サンプルアプリケーションが Evidently を呼び出せるようにするために、src/App.jsx ファイルにク
ライアントビルダーを追加します。

import Evidently from 'aws-sdk/clients/evidently';
import config from './config';

const defaultClientBuilder = ( 
    endpoint, 
    region,
) => { 
    const credentials = { 
        accessKeyId: config.credential.accessKeyId, 
        secretAccessKey: config.credential.secretAccessKey 
    } 
    return new Evidently({ 
        endpoint, 
        region, 
        credentials, 
    });
};

2. const App コードセクションに以下を追加して、クライアントを起動します。

  if (client == null) { 
      client = defaultClientBuilder( 
        config.evidently.ENDPOINT, 
        config.evidently.REGION, 
      );

3. 次のコードを追加して、evaluateFeatureRequest を作成します。このコードで、チュートリア
ルの後半で推奨するプロジェクト名と機能名を事前に入力しておきます。Evidently コンソールでプロ
ジェクト名と機能名を指定すれば、独自のプロジェクト名と機能名に置き換えることができます。

const evaluateFeatureRequest = { 
              entityId: id, 
              // Input Your feature name 
              feature: 'showDiscount', 
              // Input Your project name' 
              project: 'EvidentlySampleApp', 
            };

4. 機能評価のために Evidently を呼び出すコードを追加します。リクエストが送信されると、Evidently 
は showDiscount 機能を表示するかどうかを指定するためにユーザーセッションをランダムに割り
当てます。

client.evaluateFeature(evaluateFeatureRequest).promise().then(res => { 
    if(res.value?.boolValue !== undefined) { 
        setShowDiscount(res.value.boolValue); 
    } 
    getPageLoadTime() 
 })
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ステップ 4: 実験メトリクスのコードのセットアップ
カスタムメトリクスの場合は、Evidently のPutProjectEvents API を使用してメトリクスの結果を 
Evidently に送信します。次の例では、カスタムメトリクスを設定し、実験データを Evidently に送信する
方法を示しています。

以下の関数を追加してページのロード時間を計算し、PutProjectEvents を使用してメトリクスの値を 
Evidently に送信します。次の機能を Home.tsx に追加し、EvaluateFeature API でこの関数を呼び出
します。

const getPageLoadTime = () => { 
    const timeSpent = (new Date().getTime() - startTime.getTime()) * 1.000001; 
    const pageLoadTimeData = `{ 
      "details": { 
        "pageLoadTime": ${timeSpent} 
      }, 
      "UserDetails": { "userId": "${id}", "sessionId": "${id}"} 
    }`; 
    const putProjectEventsRequest = { 
      project: 'EvidentlySampleApp', 
      events: [ 
        { 
          timestamp: new Date(), 
          type: 'aws.evidently.custom', 
          data: JSON.parse(pageLoadTimeData) 
        }, 
      ], 
    }; 
    client.putProjectEvents(putProjectEventsRequest).promise(); 
  }

ダウンロード後、編集した App.js ファイルは次のようになります。

import React, { useEffect, useState } from "react";
import { BrowserRouter as Router, Switch } from "react-router-dom";
import AuthProvider from "contexts/auth";
import CommonProvider from "contexts/common";
import ProductsProvider from "contexts/products";
import CartProvider from "contexts/cart";
import CheckoutProvider from "contexts/checkout";
import RouteWrapper from "layouts/RouteWrapper";
import AuthLayout from "layouts/AuthLayout";
import CommonLayout from "layouts/CommonLayout";
import AuthPage from "pages/auth";
import HomePage from "pages/home";
import CheckoutPage from "pages/checkout";
import "assets/scss/style.scss";
import { Spinner } from 'react-bootstrap';

import Evidently from 'aws-sdk/clients/evidently';
import config from './config';

const defaultClientBuilder = ( 
  endpoint, 
  region,
) => { 
  const credentials = { 
    accessKeyId: config.credential.accessKeyId, 
    secretAccessKey: config.credential.secretAccessKey 
  } 
  return new Evidently({ 
    endpoint, 
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    region, 
    credentials, 
  });
};

const App = () => { 
  const [isLoading, setIsLoading] = useState(true); 
  const [startTime, setStartTime] = useState(new Date()); 
  const [showDiscount, setShowDiscount] = useState(false); 
  let client = null; 
  let id = null; 

  useEffect(() => { 
    id = new Date().getTime().toString(); 
    setStartTime(new Date()); 
    if (client == null) { 
      client = defaultClientBuilder( 
        config.evidently.ENDPOINT, 
        config.evidently.REGION, 
      ); 
    } 
    const evaluateFeatureRequest = { 
      entityId: id, 
      // Input Your feature name 
      feature: 'showDiscount', 
      // Input Your project name' 
      project: 'EvidentlySampleApp', 
    }; 

    // Launch 
    client.evaluateFeature(evaluateFeatureRequest).promise().then(res => { 
      if(res.value?.boolValue !== undefined) { 
        setShowDiscount(res.value.boolValue); 
      } 
    }); 

    // Experiment 
    client.evaluateFeature(evaluateFeatureRequest).promise().then(res => { 
      if(res.value?.boolValue !== undefined) { 
        setShowDiscount(res.value.boolValue); 
      } 
      getPageLoadTime() 
    }) 

    setIsLoading(false); 
  },[]); 

  const getPageLoadTime = () => { 
    const timeSpent = (new Date().getTime() - startTime.getTime()) * 1.000001; 
    const pageLoadTimeData = `{ 
      "details": { 
        "pageLoadTime": ${timeSpent} 
      }, 
      "UserDetails": { "userId": "${id}", "sessionId": "${id}"} 
    }`; 
    const putProjectEventsRequest = { 
      project: 'EvidentlySampleApp', 
      events: [ 
        { 
          timestamp: new Date(), 
          type: 'aws.evidently.custom', 
          data: JSON.parse(pageLoadTimeData) 
        }, 
      ], 
    }; 
    client.putProjectEvents(putProjectEventsRequest).promise(); 
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  } 
  return ( 
    !isLoading? ( 
    <AuthProvider> 
      <CommonProvider> 
        <ProductsProvider> 
          <CartProvider> 
            <CheckoutProvider> 
              <Router> 
                <Switch> 
                  <RouteWrapper 
                    path="/" 
                    exact 
                    component={() => <HomePage showDiscount={showDiscount}/>} 
                    layout={CommonLayout} 
                  /> 
                  <RouteWrapper 
                    path="/checkout" 
                    component={CheckoutPage} 
                    layout={CommonLayout} 
                  /> 
                  <RouteWrapper 
                    path="/auth" 
                    component={AuthPage} 
                    layout={AuthLayout} 
                  /> 
                </Switch> 
              </Router> 
            </CheckoutProvider> 
          </CartProvider> 
        </ProductsProvider> 
      </CommonProvider> 
    </AuthProvider> ) : ( 
      <Spinner animation="border" /> 
    ) 
  );
};

export default App;

ユーザーがサンプルアプリケーションにアクセスするたびに、カスタムメトリクスが Evidently に送信され
分析されます。Evidently は各メトリクスを分析し、Evidently ダッシュボードにリアルタイムで結果を表
示します。次の例で、メトリクスペイロードを示します。

[ {"timestamp": 1637368646.468, "type": "aws.evidently.custom", "data": "{\"details\":
{\"pageLoadTime\":2058.002058},\"userDetails\":{\"userId\":\"1637368644430\",\"sessionId\":
\"1637368644430\"}}" } ]

ステップ 5: プロジェクト、機能、実験の作成
次に、CloudWatch Evidently コンソールでプロジェクト、機能、および実験を作成します。

このチュートリアルのプロジェクト、機能、および実験を作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. [Create project] (プロジェクトを作成) を選択し、フィールドに入力します。サンプルが正しく動作

するためには、プロジェクト名に EvidentlySampleApp を使用する必要があります。[Evaluation 
event storage] (評価イベントストレージ) で、[Don't store Evaluation events] (評価イベントを保存し
ない) を選択します。
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フィールドに入力したら、[Create profile] (プロファイルを作成) を選択します。

詳細については、「 の新規プロジェクトの作成 (p. 386)」を参照してください。
4. プロジェクトを作成したら、そのプロジェクトに機能を作成します。機能の名前は

「showDiscount」にします。この機能では、Boolean 型のバリエーションを 2 つ作成します。最
初のバリエーションの名前を「disable」、値を「False」とし、第 2 のバリエーションの名前を
「enable」、値を「True」とします。

機能の作成の詳細については、「プロジェクトに機能を追加する (p. 390)」を参照してください。
5. 機能の作成が完了したら、プロジェクト内の実験を作成します。実験の名前は「pageLoadTime」に

します。

この実験では、テスト対象ページのページロード時間を測定する pageLoadTime というカスタムメ
トリクスを使用します。実験のカスタムメトリクスは、Amazon EventBridge を使用して作成されま
す。EventBridge の詳細については、「Amazon EventBridge とは」を参照してください。

そのカスタムメトリクスを作成するには、実験の作成時に次の操作を行います。

• [Metrics] (メトリクス) の下で、 [Metric source] (メトリクスソース) として [Custom metrics] (カスタ
ムメトリクス) を選択します。

• [Metric name] (メトリクス名) に、「pageLoadTime」を入力します。
• [Goal] (目標) には [Decrease] (減少) を選択します。これは、このメトリクスの値が小さいほど機能

のバリエーションが最適であることを示します。
• [Metric rule] (メトリクスルール) では、次のように入力します。

• エンティティ IDには、UserDetails.userIdと入力します。
• [Value key] (値キー) には「details.pageLoadTime」と入力します。
• [Units] (単位) には、「ms」と入力します。

• [Add metric] (メトリクスを追加) を選択します。

[Audiences] (対象者) には [100%] を選択し、すべてのユーザーが実験に参加するようにします。バリ
エーション間のトラフィック分割をそれぞれ 50% に設定します。

次に、[Create experiment] (実験を作成) を選択して、実験を作成します。作成しても、Evidently に開
始するように指示するまで実験は開始されません。

ステップ 6: 実験を開始し、CloudWatch Evidently をテストする
最後のステップでは、実験を開始してサンプルアプリケーションを起動します。

チュートリアルの実験を開始するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[Evidently] を

選択します。
3. [EvidentlySampleApp] プロジェクトを選択します。
4. [Experiments] (実験) タブを選択します。
5. [pageLoadTime] の横にあるボタンをクリックし、[Actions] (アクション)、[Start experiment] (実験を

開始) を選択します。
6. 実験が終了する時間を選択します。
7. [Start experiment] (実験を開始) を選択します。

実験がすぐに開始されます。
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次に、以下のコマンドを使用して Evidently サンプルアプリケーションを起動します。

npm install -f && npm start

アプリケーションが起動すると、テストされる 2 つの機能のバリエーションのうちの 1 つに割り当てられ
ます。1 つのバリエーションでは「20% 割引」と表示されますが、もう一方のバリエーションでは表示さ
れていません。ページの更新を繰り返して、さまざまなバリエーションを表示します。

Note

Evidently にはスティッキーの評価があります。機能の評価は決定論的です。つまり、同じ
entityId と機能では、必ず同じバリエーションがユーザーに割り当てられます。時間変動の割
り当てが変更されるのは、エンティティがオーバーライドに追加されるか、実験トラフィックが
ダイヤルアップされる場合のみです。
ただし、サンプルアプリケーションのチュートリアルでの使用を簡単にするために、ページを更
新するたびに Evidently によってサンプルアプリケーションの機能の評価が再割り当てされている
ため、オーバーライドを追加しなくても両方のバリエーションを体験できます。

[Troubleshooting] (トラブルシューティング)

npm バージョン 6.14.14 を使用することをお勧めします。サンプルアプリケーションの構築または起動に
関するエラーが表示されており、別のバージョンの npm を使用している場合は、次の手順を実行します。

npm バージョン 6.14.14 をインストールするには

1. ブラウザを使用して、https://nodejs.org/download/release/v14.17.5/ に接続します。
2. node-v14.17.5.pkg をダウンロードし、pkg ファイルを開いて npm をインストールします。

webpack not found エラーが表示された場合は、evidently-sample-shopping-app フォルダ
を開き、以下のことを試します。

a. package-lock.json を削除する
b. yarn-lock.json を削除する
c. node_modules を削除する
d. package.json から webpack の依存関係を削除する
e. 下記を実行します。

npm install -f && npm

CloudWatch RUM を使用する
CloudWatch RUM を使用すると、現実的なユーザーモニターリングを実行できます。ウェブアプリケー
ションのパフォーマンスに関するクライアント側のデータを、ほぼリアルタイムで実際のユーザーセッ
ションから収集し、それを表示できます。ページの読み込み時間、クライアント側のエラー、およびユー
ザーの活動などのデータを、可視化および分析することが可能です。この表示機能では、すべてのデータ
を集約的に見ることができ、同時に、顧客が使用しているブラウザやデバイスに関する詳細も確認できま
す。

収集されたデータは、クライアント側で発生するパフォーマンスの問題をすばやく特定し、デバッグを行
う際に利用できます。CloudWatch RUM により、アプリケーションのパフォーマンス上の異常を可視化で
きます。さらに、エラーメッセージ、スタックトレース、ユーザーセッションなど、関連性のあるデバッ
グデータを見つけ出すこともできます。また RUM を使用すると、ユーザー数、地域的な位置、使用され
ているブラウザなど、どの範囲でエンドユーザーが影響を受けているかを把握することも可能です。
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CloudWatch RUM により収集されたエンドユーザーデータは、30 日間保持された後で自動的に削除され
ます。RUM イベントをより長く保持する場合は、アプリケーションモニターで、イベントのコピーをアカ
ウントの CloudWatch Logs に送信させることもできます。その上で、送信先ロググループの保持期間を調
整します。

RUM を使用するには、アプリケーションモニターを作成し、情報をいくつか設定します。RUM では、ア
プリケーションに貼り付けるための JavaScript スニペットが自動的に生成されます。このスニペットは 
RUM のウェブクライアントコードを読み込みます。この RUM ウェブクライアントは、事前構築済みダッ
シュボードに表示されるアプリケーションのユーザーセッションから、その割合のデータをキャプチャし
ます。ユーザーセッションのどの割合からデータを収集するか、指定することができます。

RUM ウェブクライアントはオープンソースです。詳細については、「CloudWatch RUM web client」を参
照してください。

パフォーマンスに関する考慮事項

このセクションでは、CloudWatch RUM 使用上のパフォーマンスに関する考慮事項について説明します。

• ロードパフォーマンスへの影響 – CloudWatch RUM ウェブクライアントは、JavaScript モジュールとし
てウェブアプリケーションにインストールされます。または、コンテンツ配信ネットワーク (CDN) から
非同期でウェブアプリケーションにロードされます。アプリケーション自体のロードプロセスが、阻害
されることはありません。CloudWatch RUM は、アプリケーショがロードに要する時間に対して、検出
可能な影響を与えることがないように設計されています。

• 実行時の影響 – RUM ウェブクライアントは、RUM データを記録し、CloudWatch RUM サービスに
ディスパッチするための処理を実行します。これらのイベントは頻度が低く処理量も多くありませ
ん。CloudWatch RUM は、アプリケーションのパフォーマンスが、この処理により検出可能な影響を受
けることがないように設計されています。

• ネットワークへの影響 – RUM ウェブクライアントは、CloudWatch RUM サービスに定期的にデータを
送信します。データは、アプリケーションの実行中、およびブラウザがアプリケーションをアンロード
する直前に、一定の間隔で送出されます。ブラウザがアプリケーションをアンロードする直前に送信さ
れるデータは、ビーコンとして送信されます。このビーコンが、アプリケーションのアンロード時間に
検出可能な影響を与えることはありません。

RUM の使用料金

CloudWatch RUM では、このサービスが受け取るすべての RUM イベントに対して料金が発生しま
す。RUM ウェブクライアントを使用して収集された、すべてのデータ項目は、RUM イベントと見なさ
れます。RUM イベントの例としては、ページビュー、JavaScript エラー、および HTTP エラーなどが挙
げられます。各アプリケーションモニターで収集されるイベントの種類を選択することが可能です。パ
フォーマンステレメトリイベント、JavaScript エラー、HTTP エラー、および X-Ray トレースの収集に
関するオプションを、それぞれ有効または無効にできます。これらのオプション選択の詳細については、
「ステップ 2: アプリケーションモニターを作成する (p. 426)」および「CloudWatch RUM ウェブクラ
イアントによって収集される情報 (p. 448)」を参照してください。料金の詳細については、「Amazon 
CloudWatch の料金」を参照してください。

利用可能なリージョン

CloudWatch RUM は現在、下記のリージョンで利用可能です。

• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国東部 (オハイオ)
• 米国西部 (オレゴン)
• 欧州 (フランクフルト)
• 欧州 (ストックホルム)
• 欧州 (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
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• アジアパシフィック (東京)
• 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)

トピック
• CloudWatch RUM 使用のための IAM ポリシー (p. 423)
• CloudWatch RUM を使用するためにアプリケーションをセットアップする (p. 423)
• CloudWatch RUM ウェブクライアントの設定 (p. 430)
• 地域化 (p. 432)
• ページグループを使用する (p. 432)
• カスタムメタデータを指定する (p. 433)
• カスタムイベントを送信する (p. 437)
• CloudWatch RUM ダッシュボードの表示 (p. 439)
• CloudWatch RUM で収集できる CloudWatch メトリクス (p. 441)
• CloudWatch RUM によるデータ保護とデータプライバシー (p. 447)
• CloudWatch RUM ウェブクライアントによって収集される情報 (p. 448)
• CloudWatch RUM を使用するアプリケーションを管理する (p. 466)
• CloudWatch RUM でのクォータ (p. 467)
• CloudWatch RUM のトラブルシューティング (p. 467)

CloudWatch RUM 使用のための IAM ポリシー
CloudWatch RUM を完全に管理するには、IAM ポリシー AmazonCloudWatchRUMFullAccess を持
つ、IAM ユーザーまたはロールとしてサインインする必要があります。さらに、他のポリシーやアクセス
許可が必要になる場合もあります。

• 承認用の新しい Amazon Cognito ID プールを作成するアプリケーションモニターを作成するには、管理
者の IAM ロール、または IAM ポリシー AdministratorAccess が必要です。

• CloudWatch Logs にデータを送信するアプリケーションモニターを作成するには、以下のアクセス許可
を持つ IAM ロールまたはポリシーにログオンする必要があります。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "logs:PutResourcePolicy" 
    ], 
    "Resource": [ 
        "*" 
    ]
}

CloudWatch RUM データを表示する必要があるものの、CloudWatch RUM リソースの作成は行わない他の
ユーザーについては、AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess ポリシーを使用できます。

CloudWatch RUM を使用するためにアプリケーション
をセットアップする
ユーザーセッションから実際のパフォーマンスデータを CloudWatch RUM が収集できるように、アプリ
ケーションのセットアップを行うには、以下のセクションの各ステップを実行します。
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トピック
• ステップ 1: AWS にデータを送信することを、アプリケーションに許可する (p. 424)
• ステップ 2: アプリケーションモニターを作成する (p. 426)
• (オプション) ステップ 3: コードスニペットを手動で変更して CloudWatch RUM ウェブクライアント

を構成する (p. 428)
• ステップ 4: コードスニペットをアプリケーションに挿入する (p. 429)
• ステップ 5: ユーザーイベントを生成してアプリケーションモニターの設定内容をテストす

る (p. 430)

ステップ 1: AWS にデータを送信することを、アプリケーション
に許可する
CloudWatch RUM を使用するアプリケーションには、認証が必要です。

この認証を設定するためには、以下の 3 つのオプションがあります。

• CloudWatch RUM に、アプリケーションの新しい Amazon Cognito ID プールを作成させます。この方法
では、セットアップに必要な労力が最小限に抑えられます。これがデフォルトのオプションです。

ID プールには、認証されていない ID が含まれています。これにより、CloudWatch RUM のウェブクラ
イアントは、アプリケーションのユーザーを認証することなく CloudWatch RUM にデータを送信できま
す。

Amazon Cognito ID プールには、アタッチ済みの IAM ロールも含まれています。Amazon Cognito 内の
認証されていない ID により、ウェブクライアントは、CloudWatch RUM にデータを送信することが許
可された IAM ロールを引き受けることができます。

• 既存の Amazon Cognito ID プールを使用する この場合、ID プールにアタッチされている IAM ロール
を、同時に変更する必要があります。

• 先に設定を行ってある、既存の ID プロバイダからの認証を使用します。この場合は、ID プロバイダか
ら認証情報を取得する必要があります。またこれらの認証情報は、アプリケーションから RUM ウェブ
クライアントに転送する必要があります。

以下のセクションで、これらのオプションについてさらに詳しく説明します。

CloudWatch RUM が、新しい Amazon Cognito ID プールを作成します。

これが、設定のための最も簡単なオプションで、これを選択した場合は、それ以上のセットアップ作業は
必要ありません。このオプションを使用するには、管理用のアクセス許可が必要です。詳細については、
「CloudWatch RUM 使用のための IAM ポリシー (p. 423)」を参照してください。

このオプションを使用すると、CloudWatch RUM は以下のリソースを作成します。

• 新しい Amazon Cognito ID プール
• 認証されていない Amazon Cognito ID これにより RUM のウェブクライアントは、アプリケーションの

ユーザーを認証することなく、IAM ロールを引き受けることが可能になります。
• RUM ウェブクライアントが引き受ける IAM ロール。このロールにアタッチされた IAM ポリシーによ

り、アプリケーションモニターのリソースを使用しながら PutRumEvents APIを実行することが許可さ
れます。つまり、RUM ウェブクライアントから RUM にデータを送信できるようにします。

RUM ウェブクライアントは、Amazon Cognito アイデンティティを使用して、AWS の認証情報を取
得します。取得された AWS 認証情報は、対象の IAM ロールに関連付けられます。この IAM ロールで
は、AppMonitor リソースに対し PutRumEvents を使用することが許可されています。
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Amazon Cognito は、アプリケーションが CloudWatch RUM にデータを送信できるようにするための、必
要なセキュリティトークンを送信します。CloudWatch RUM が生成する JavaScript コードスニペットに
は、以下のような、認証を有効にするための行が含まれています。

   { 
    identityPoolId: [identity pool id],  // e.g., 'us-west-2:EXAMPLE4a-66f6-4114-902a-
EXAMPLEbad7' 
    guestRoleArn: [iam role arn]         // e.g., 'arn:aws:iam::123456789012:role/Nexus-
Monitor-us-east-1-123456789012_Unauth_5889316876161' 
   }
);

既存の Amazon Cognito ID プールを使用する

既存の Amazon Cognito ID プールを使用する場合は、アプリケーションを CloudWatch RUM に追加する
際に、その ID プールを指定します。このプールは、認証されていない ID に対するアクセスの有効化が、
サポートされている必要があります。また、この ID プールに関連付けられている IAM ロールにアタッチ
されている IAM ポリシーに対し、次のアクセス許可を追加する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "rum:PutRumEvents", 
            "Resource": "arn:aws:rum:[region]:[accountid]:appmonitor/[app monitor name]" 
        } 
    ]
}

これを設定することで Amazon Cognito は、アプリケーションが CloudWatch RUM にアクセスできるよう
にするための、必要なセキュリティトークンを送信するようになります。

サードパーティのプロバイダー

サードパーティーのプロバイダーからのプライベート認証の使用を選択する場合は、ID プロバイダー
から認証情報を取得し、AWS に転送する必要があります。これを行う最良の方法の 1 つは、セキュリ
ティトークンベンダーを利用することです。これには、AWS Security Token Service を使用する Amazon 
Cognito を含め、任意のセキュリティトークンベンダーが使用できます。AWS STS の詳細については、
「Welcome to the AWS Security Token Service API Reference」参照してください。

このシナリオで Amazon Cognito をトークンベンダーとして使用する場合は、認証プロバイダーと連携
するように Amazon Cognito を設定します。詳細については、「Amazon Cognito ID プール (フェデレー
ティッド ID) の使用開始方法」を参照してください。

Amazon Cognito で ID プロバイダーとの連携を設定し終えたら、以下の操作も実行する必要があります。

• 以下のアクセス許可を持つ IAM ロールを作成します。アプリケーションは、AWS へのアクセスにこの
ロールを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "rum:PutRumEvents", 
            "Resource": "arn:aws:rum:[region]:[accountID]:appmonitor/[app monitor name]" 
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        } 
    ]
}

• アプリケーションがプロバイダーからの認証情報を CloudWatch RUM に渡すようにするため。以下を
追加します。アプリケーションに行を挿入します。これは、ユーザーがアプリケーションにサインイン
し、AWS へのアクセスに使用する資格情報がアプリケーションで受け取られた後に実行されます。

cwr('setAwsCredentials', {/* Credentials or CredentialProvider */});

AWS JavaScript SDK での認証情報プロバイダーの詳細については、SDK for JavaScript v3 デベロッパー
ガイドの「ウェブブラウザでの認証情報の設定」、SDK for JavaScript v2 デベロッパーガイドの「ウェブ
ブラウザでの認証情報の設定」、および @aws-sdk/credential-providers を参照してください。

また、CloudWatch RUM ウェブクライアント向け SDK を使用して、ウェブクライアントの認証方法を
設定することもできます。ウェブクライアント SDK の詳細については、「CloudWatch RUM web client 
SDK」を参照してください。

ステップ 2: アプリケーションモニターを作成する
アプリケーションで CloudWatch RUM の使用を開始するには、アプリケーションモニター を作成しま
す。アプリケーションモニターが作成されると、アプリケーションに貼り付けるための JavaScript スニ
ペットが、RUM により生成されます。このスニペットは RUM のウェブクライアントコードを読み込みま
す。RUM のウェブクライアントは、アプリケーションのユーザーセッションの割合に関するデータをキャ
プチャし、それを RUM に送信します。

アプリケーションモニターを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[RUM] の順

にクリックします。
3. [Add app monitor] (アプリケーションモニターを追加) をクリックします。
4. アプリケーションの情報と設定を入力します。

• [App monitor name] (アプリケーションモニター名) に、CloudWatch RUM コンソール内でこのモニ
ターを識別する際に使用する名前を入力します。

• [Application domain] (アプリケーションドメイン) で、アプリケーションが管理権限を持つ最上位レ
ベルのドメイン名を入力します。この情報は URL ドメイン形式であることが必要です。

[Include sub domains] (サブドメインを含める) を選択し、トップレベルドメインの下に存在するす
べてのサブドメインから、アプリケーションモニターがデータを収集するようにします。

5. [Configure RUM data collection] (RUM データ収集の設定) で、以下の各情報をアプリケーションモニ
ターに収集させるかどうかを指定します。

• パフォーマンステレメトリ – ページならびにリソースのロード時間に関する情報を収集します。
• JavaScript エラー – アプリケーションによって発生した未処理の JavaScript エラーに関する情報を

収集します。
• HTTP エラー – アプリケーションによってスローされた HTTP エラーに関する情報を収集します。

これらのオプションを選択することで、アプリケーションに関する詳細情報を得ることができます
が、同時により多くの CloudWatch RUM イベントが生成されるため、発生する料金も増加します。

これらのいずれかを選択しない場合でも、アプリケーションモニターはセッション開始イベントと
ページ ID を収集します。これにより、アプリケーションを使用しているユーザーの数を詳細情報 (オ
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ペレーティングシステムの種類とバージョン、ブラウザの種類とバージョン、デバイスの種類、およ
び場所など) ごとに確認できます。

6. サンプリングされたユーザーセッションからの、ユーザー ID とセッション ID の収集を可能ににする
場合には、[Check this option to allow the CloudWatch RUM Web Client to set cookies] ( CloudWatch 
RUM ウェブクライアントでクッキーを設定する場合このオプションをオンにします) を選択します。
ユーザー ID は RUM によってランダムに生成されます。詳細については、「CloudWatch RUM ウェ
ブクライアントの Cookie (p. 448)」を参照してください。

7. [Session samples] (セッションサンプル) で、RUM データの収集に使用されるユーザーセッション
の割合を入力します。デフォルトでこの値は 100% に設定されています。この数を減らすと、取得
されるデータは少なくなりますが料金が削減されます。RUM での料金の詳細については、「RUM 
pricing (p. 422)」を参照してください。

8. CloudWatch RUM 用に収集したエンドユーザーデータは 30 日間保持され、その後削除されま
す。RUM イベントのコピーを CloudWatch Logs に保存し、そのコピーの保持期間を設定する場合
は、[Data storage] (データストレージ) で、[Check this option to store your application telemetry data 
in your CloudWatch Logs account] (テレメトリデータを CloudWatch Logs アカウントに保存するには
このオプションをオンにします) を選択します。デフォルトでは、CloudWatch Logs のロググループ
は 30 日間データを保持します。ログの保持期間は、CloudWatch Logs コンソールで管理できます。

9. [Authorization] (認証) で、(新規または既存の) Amazon Cognito ID プールを使用するか、異なる ID プ
ロバイダーを使用するかを指定します。新しい ID プールの作成は、他のセットアップ手順を必要とし
ない最も簡単なオプションです。詳細については、「ステップ 1: AWS にデータを送信することを、
アプリケーションに許可する (p. 424)」を参照してください。

Amazon Cognito ID プールの新規作成には、管理者権限が必要です。詳細については、「CloudWatch 
RUM 使用のための IAM ポリシー (p. 423)」を参照してください。

10. (オプション) デフォルトでは、アプリケーションに RUM コードスニペットを追加すると、ウェブク
ライアントにより、そのアプリケーションのすべてのページの HTML コード内にモニターリング用の 
JavaScript タグが挿入されます。これを変更するには、[Configure pages] (ページの設定) をクリック
た後に、[Include only these pages] (これらのページのみを含める)、または[Exclude these pages] (こ
れらのページを除外する) のどちらかを選択します。その上で、含める、もしくは除外するページを
指定します。含めるか除外するページを指定するには、その完全な URL を入力します。追加のページ
を指定するには、[Add URL] (URLを追加) をクリックします。

11. アプリケーションモニターによってサンプリングされたユーザーセッションで AWS X-Ray トレー
スを有効化するには、[Active tracing] (アクティブなトレース) をクリックし、[Trace my service with 
AWS X-Ray] を選択します。

これを選択すると、ユーザーセッション中に発行されアプリモニターによってサンプリングされ
た、XMLHttpRequest および fetch リクエストがトレースされるようになります。その後、これ
らのユーザーセッションについてのトレースやセグメントを、RUM ダッシュボード、CloudWatch 
ServiceLens コンソール、および X-Ray コンソール上に表示できるようになります。

CloudWatch RUM ウェブクライアントの設定をさらに変更することで、HTTP リクエストに X-Ray ト
レースヘッダーを追加し、AWS のマネージド型サービスにおけるユーザーセッションを、下流方向に
エンドツーエンドでトレースできるようになります。詳細については、「X-Ray でのエンドツーエン
ドのトレースを有効にする (p. 428)」を参照してください。

12. (オプション) アプリケーションモニターにタグを追加する場合は、[Tags] (タグ)、[Add new tag] (新し
いタグを追加) の順にクリックします。

次に、[Key] (キー) でタグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。

(オプション) 別のタグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグを追加) を再度選択します。

詳細については、「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。
13. [Add app monitor] (アプリケーションモニターを追加) をクリックします。
14. [Sample code] (サンプルコード) セクションで、アプリケーションに追加するために使用する

コードスニペットをコピーできます。[JavaScript] または [TypeScript] を選択し、NPM を使用し
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て、CloudWatch RUM ウェブクライアントを JavaScript モジュールとしてインストールすることをお
勧めします。

または、[HTML] を選択し、コンテンツ配信ネットワーク (CDN) を使用して、CloudWatch RUM ウェ
ブクライアントをインストールすることもできます。CDN を使用するデメリットは、Web クライア
ントが広告ブロッカーによって頻繁にブロックされることです。

15. [Copy] (コピー) または [Download] (ダウンロード)、続いて [Done] (完了) をクリックします。

(オプション) ステップ 3: コードスニペットを手動で変更して 
CloudWatch RUM ウェブクライアントを構成する
アプリケーションに挿入する前のコードスニペットを変更して、いくつかのオプションを有効または無効
にすることができます。詳細については、「CloudWatch RUM web client documentation」を参照してくだ
さい。

この場合には、次のセクションで説明するように、配慮しておくべき設定オプションが 3 つ存在します。

個人情報を含む可能性のあるリソース URL の収集を防止する
デフォルトでは、CloudWatch RUM ウェブクライアントは、アプリケーションによってダウンロードさ
れたリソースの URL を記録するように設定されています。これらのリソースには、HTML ファイル、画
像、CSS ファイル、JavaScript ファイルなどが含まれます。アプリケーションによって、URL には個人を
特定できる情報 (PII) が含まれている可能性があります。

アプリケーションがこのような構成の場合には、アプリケーションに挿入する前のコードスニペット内で
recordResourceUrl: false を設定し、リソース URL のコレクションを無効にしておくことを強くお
勧めします。

ページビューを手動で記録する
ウェブクライアントのデフォルト設定では、ページが最初にロードされた時点、ならびにブラ
ウザの履歴 API が呼び出され時点でページビューが記録されます。デフォルトのページ ID は
window.location.pathname です。ただし、場合によってはこの動作をオーバーライドしてアプリ
ケーションを計測し、ページビューをプログラムで記録します。これにより、ページ ID とそれを記録する
タイミングを管理できます。例えば、/entity/123 または /entity/456 などの変数識別子を持つ URI 
のウェブアプリケーションを考えてみましょう。デフォルトでは、CloudWatch RUM はパス名と一致する
個別のページ ID を持つページビューイベントを URI ごとに生成しますが、代わりに同じページ ID でグ
ループ化することもできます。これを実行するには、disableAutoPageView 設定を使用してウェブク
ライアントのページビュー自動化を無効にし、recordPageView コマンドを使用して目的のページ ID を
設定します。詳細については、GitHub の「アプリケーション固有の設定」を参照してください。

埋め込みスクリプトの例:

cwr('recordPageView', { pageId: 'entityPageId' });

JavaScript モジュールの例:

awsRum.recordPageView({ pageId: 'entityPageId' });

X-Ray でのエンドツーエンドのトレースを有効にする
アプリケーションモニターを作成する際に、[Trace my service with AWS X-Ray] を選択します。
これにより、アプリケーションモニターがサンプリングするユーザーセッション中に発行された
XMLHttpRequest および fetch リクエストのトレースを有効化します。そうすることで、これら
の HTTP リクエストに関するトレースの確認を (CloudWatch RUM ダッシュボード、CloudWatch 
ServiceLens コンソール、および X-Ray コンソール上で) 行えます。

428

https://github.com/aws-observability/aws-rum-web/blob/main/docs/cdn_installation.md
https://github.com/aws-observability/aws-rum-web/blob/main/docs/configuration.md


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch RUM を使用するために
アプリケーションをセットアップする

デフォルトでは、これらのクライアント側トレースは、サーバー側のダウンストリームトレースとは接続
されません。クライアント側のトレースをサーバー側トレースに接続し、エンドツーエンドのトレースを
有効にするには、ウェブクライアントの addXRayTraceIdHeader オプションで true を設定します。こ
れにより、CloudWatch RUM ウェブクライアントは、HTTP リクエストに X-Ray トレースヘッダーを追加
します。

次に、クライアント側のトレースを追加する場合のコードブロック例を示します。可読性のために、この
サンプルでは一部の構成オプションが省略されています。

<script> 
    (function(n,i,v,r,s,c,u,x,z){...})( 
        'cwr', 
        '00000000-0000-0000-0000-000000000000', 
        '1.0.0', 
        'us-west-2', 
        'https://client.rum.us-east-1.amazonaws.com/1.0.2/cwr.js', 
        { 
            enableXRay: true, 
            telemetries: [  
                'errors',  
                'performance', 
                [ 'http', { addXRayTraceIdHeader: true } ] 
            ] 
        } 
    );
</script>

Warning

HTTP リクエストに X-Ray トレースヘッダーを追加するための設定を、CloudWatch RUM の
ウェブクライアントで行うことで、クロスオリジンリソース共有 (CORS) の失敗を引き起こした
り、Sigv4 で署名されているリクエスト署名が無効化されたりする場合があります。詳細につい
ては、「CloudWatch RUM web client documentation」を参照してください。本番環境でクライア
ント側の X-Ray トレースヘッダーの追加を行う前に、アプリケーションのテストを実施すること
を強くお勧めします。

詳細については、「CloudWatch RUM web client documentation」を参照してください。

ステップ 4: コードスニペットをアプリケーションに挿入する
次に、前出のセクションで作成したコードスニペットをアプリケーションに挿入します。

Warning

コードスニペットによってダウンロードおよび構成されたウェブクライアントでは、Cookie (も
しくは類似の技術) を利用して、エンドユーザーからのデータを収集できます。コードスニペット
を挿入する前に、「コンソールでのメタデータ属性によるフィルタリング (p. 447)」を参照して
ください。

生成されたコードスニペットをまだ用意していない場合は、既に生成してあるコードスニペットを見つけ
るにはどうすればよいですか? (p. 466) の手順に従ってスニペット入手できます。

CloudWatch RUM のコードスニペットをアプリケーションに挿入するには

1. 前のセクションでコピーまたはダウンロードしたコードスニペットをアプリケーションの <head> 要
素に挿入します。スニペットは、<body> 要素または他のすべての <script> タグより前に挿入して
ください。

生成されるスクリプトの例を以下に示します。
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<script>
(function (n, i, v, r, s, c, x, z) { 
    x = window.AwsRumClient = {q: [], n: n, i: i, v: v, r: r, c: c}; 
    window[n] = function (c, p) { 
        x.q.push({c: c, p: p}); 
    }; 
    z = document.createElement('script'); 
    z.async = true; 
    z.src = s; 
    document.head.insertBefore(z, document.getElementsByTagName('script')[0]);
})('cwr', 
    '194a1c89-87d8-41a3-9d1b-5c5cd3dafbd0', 
    '1.0.0', 
    'us-east-2', 
    'https://client.rum.us-east-1.amazonaws.com/1.0.2/cwr.js', 
    { 
        sessionSampleRate: 1, 
        guestRoleArn: "arn:aws:iam::123456789012:role/RUM-Monitor-us-
east-2-123456789012-5934510917361-Unauth", 
        identityPoolId: "us-east-2:c90ef0ac-e3b8-4d1a-b313-7e73cfd21443", 
        endpoint: "https://dataplane.rum.us-east-2.amazonaws.com", 
        telemetries: ["performance", "errors", "http"], 
        allowCookies: true, 
        enableXRay: false 
    });
</script>

2. 対象のウェブアプリケーションが複数のページを持つ場合は、データを収集した各 HTML ページごと
に、ステップ 1 を繰り返す必要があります。

ステップ 5: ユーザーイベントを生成してアプリケーションモニ
ターの設定内容をテストする
コードスニペットを挿入し、更新されたアプリケーションを実行したら、そのテストのためにユーザーイ
ベントを手動で生成します。このテストでは、以下を実行することをお勧めします。このテストでは、標
準の CloudWatch RUM 料金が発生します。

• ウェブアプリケーション内のページ間を移動する。
• 異なるブラウザとデバイスを使用しながら、複数のユーザーセッションを作成する。
• リクエストを発行する。
• JavaScript エラーを発生させる。

いくつかのイベントを生成したら、CloudWatch RUM ダッシュボードでそれらを確認します。詳細につい
ては、「CloudWatch RUM ダッシュボードの表示 (p. 439)」を参照してください。

ユーザーセッションのデータがダッシュボードに表示されるまでには、最大で 15 分かかる場合がありま
す。

アプリケーションでイベントを生成してから、15 分経過してもデータが表示されない場合
は、CloudWatch RUM のトラブルシューティング (p. 467) を参照してください。

CloudWatch RUM ウェブクライアントの設定
アプリケーションでは、CloudWatch RUM によって生成されたコードスニペットの 1 つを使用し
て、CloudWatch RUM ウェブクライアントをインストールできます。生成されたスニペットは、NPM 経
由の JavaScript モジュール、またはコンテンツ配信ネットワーク (CDN) の 2 つのインストール方法をサ
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ポートしています。ベストパフォーマンスを実現するため、NPM によるインストール方法を使用すること
をお勧めします。この方法を使用する詳細については、「Installing as a JavaScript Module」(JavaScript 
モジュールとしてインストールする) を参照してください。

CDN インストールオプションを使用すると、広告ブロッカーが、CloudWatch RUM によって提供され
るデフォルトの CDN をブロックする場合があります。これにより、広告ブロッカーをインストールし
ているユーザーのアプリケーションモニターリングが無効になります。このため、デフォルトの CDN 
は、CloudWatch RUM を使用する初期オンボーディングにのみ使用することをお勧めします。この問題を
軽減する方法の詳細については、「Instrument the application」(アプリケーションの計測) を参照してくだ
さい。

コードスニペットは、HTML ファイルの <head> タグ内に配置されており、ウェブクライアントをダウン
ロードしてインストールします。さらにモニターリング対象のアプリケーション向けに、インストールし
たウェブクライアントを設定します。このスニペットは、次のような自己実行が可能な関数です。この例
では、読みやすさのためにスニペットの関数の本体は省略されています。

<script>
(function(n,i,v,r,s,c,u,x,z){...})(
'cwr',
'00000000-0000-0000-0000-000000000000',
'1.0.0',
'us-west-2',
'https://client.rum.us-east-1.amazonaws.com/1.0.2/cwr.js',
{ /* Configuration Options Here */ }
);
<script>

引数
このコードスニペットでは、以下の 6 つの引数を受け入れます。

• ウェブクライアントでコマンドを実行するための名前空間 (例: 'cwr')
• アプリケーションモニターの ID (例: '00000000-0000-0000-0000-000000000000')
• アプリケーションのバージョン (例: '1.0.0')
• アプリケーションモニターの AWS リージョン (例: 'us-west-2')
• ウェブクライアントの URL (例: 'https://client.rum.us-east-1.amazonaws.com/1.0.2/
cwr.js')

• アプリケーションに固有の設定オプション 詳細については、以下のセクションを参照してください。

エラーの無視
CloudWatch RUM ウェブクライアントは、アプリケーションで発生するあらゆる種類のエラーをリッスン
します。CloudWatch RUM ダッシュボードに表示したくない JavaScript エラーがアプリケーションから
発行される場合、CloudWatch RUM ウェブクライアントを設定してこれらのエラーを除外し、関連するエ
ラーイベントのみを CloudWatch RUM ダッシュボードに表示することができます。例えば、修正方法が
すでに特定されている一部の JavaScript エラーが大量に発生して他のエラーを覆い隠しているような場合
は、これらのエラーをダッシュボードに表示しないように選択できます。また、サードパーティが所有す
るライブラリに帰属するために修正できないエラーも無視したい場合があります。

特定の JavaScript エラーを除外するためにウェブクライアントをインストルメントする方法の詳細につい
ては、ウェブクライアントの Github ドキュメントの「Errors」(エラー) の例を参照してください。

設定オプション
CloudWatch RUM ウェブクライアントで使用できる設定オプションの詳細については、CloudWatch RUM 
ウェブクライアントのドキュメントを参照してください。
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地域化
このセクションでは、CloudWatch RUM をさまざまなリージョンのアプリケーションで使用する戦略につ
いて説明します。

ウェブアプリケーションが複数の AWS リージョンにデプロイさ
れている
ウェブアプリケーションが複数の AWS リージョンにデプロイされている場合、以下の 3 つのオプション
があります。

• 1 つのリージョン、1 つのアカウントに 1 つのアプリモニタをデプロイして、すべてのリージョンに
サービスを提供します。

• リージョンごとに一意のアカウントで、個別のアプリモニタをデプロイします。
• リージョンごとに、すべて 1 つのアカウントで、個別のアプリモニタをデプロイします。

1 つのアプリモニタを使用する利点は、すべてのデータが 1 つのビジュアライゼーションに一元化され、
すべてのログが CloudWatch Logs の同じロググループに書き込まれることです。アプリモニタが 1 つしか
ないと、リクエストに若干のレイテンシーが発生し、単一障害点が発生します。

複数のアプリモニタを使用すると、単一障害点はなくなりますが、すべてのデータを 1 つのビジュアライ
ゼーションにまとめることはできません。

アプリケーションがデプロイされている一部のリージョンで、CloudWatch RUM 
がリリースされていない

CloudWatch RUM は多くのリージョンでリリースされており、地理的にも広範囲に及んでいま
す。CloudWatch RUM が利用可能なリージョンにセットアップすることで、そのメリットを得ることがで
きます。接続先のリージョンにアプリモニタをセットアップしていれば、エンドユーザーはどこにいても
セッションを含めることができます。

ただし、CloudWatch RUM は、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、すべての中国
リージョンではまだリリースされていません。これらのリージョンから CloudWatch RUM にデータを送信
することはできません。

ページグループを使用する
ページグループを使用して、アプリケーション内の異なるページを相互に関連付けて、ページグループの
集計分析を確認できるようにします。例えば、すべてのランディングページのロード時間の集計を確認し
たい場合があります。

ページをページグループに入れるには、CloudWatch RUM ウェブクライアントのページビューイベント
に 1 つまたは複数のタグを追加します。次の例では、/home ページを en という名前のページグループと
landing という名前のページグループに入れています。

埋め込みスクリプトの例

cwr('recordPageView', { pageId: '/home', pageTags: ['en', 'landing']});

JavaScript モジュールの例

awsRum.recordPageView({ pageId: '/home', pageTags: ['en', 'landing']});
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Note

ページグループは、さまざまなページにわたる分析の集計を容易にすることを目的としていま
す。アプリケーションに合わせて pageIds を定義し、操作する方法については、「(オプション) 
ステップ 3: コードスニペットを手動で変更して CloudWatch RUM ウェブクライアントを構成す
る (p. 428)」の「ページビューを手動で記録する」セクションを参照してください。

カスタムメタデータを指定する
CloudWatch RUM は、メタデータとして各イベントに追加データをアタッチします。イベントメタデータ
はキーと値のペアの形式の属性で構成されます。これらの属性を使用して、CloudWatch RUM コンソール
でイベントを検索またはフィルタリングできます。デフォルトでは、CloudWatch RUM はいくつかのメ
タデータを自動的に作成します。デフォルトメタデータの詳細については、「RUM イベントのメタデー
タ (p. 449)」を参照してください。

また、CloudWatch RUM ウェブクライアントを使用して、CloudWatch RUM イベントにカスタムメタデー
タを追加することもできます。カスタムメタデータには、セッション属性とページ属性を含めることがで
きます。

カスタムメタデータを追加するには、CloudWatch RUM ウェブクライアントのバージョン 1.10.0 以降を使
用する必要があります。

要件と構文
各イベントのメタデータには最大で 10 個のカスタム属性を含めることができます。カスタム属性の構文
要件は次のとおりです。

• キー
• 最大 128 文字
• 英数字、コロン (:)、アンダースコア (_) を使用できます。
• 先頭を aws: にすることはできません。
• 次のセクションに記載されている予約キーワードのみで構成することはできません。これらのキー

ワードを長いキー名の一部として使用することはできます。
• 値

• 最大 256 文字
• 文字列、数値、またはブール値である必要があります

予約キーワード

次の予約キーワードをキー名そのものとして使用することはできません。次のキーワードを
applicationVersion のように長いキー名の一部として使用することはできます。

• browserLanguage
• browserName
• browserVersion
• countryCode
• deviceType
• domain
• interaction
• osName
• osVersion
• pageId
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• pageTags
• pageTitle
• pageUrl
• parentPageId
• platformType
• referrerUrl
• subdivisionCode
• title
• url
• version

Note

CloudWatch RUM は、属性に無効なキーまたは値が含まれている場合、またはイベントあたり
のカスタム属性の上限 10 個に既に達している場合、RUM イベントからカスタム属性を削除しま
す。

セッション属性を追加する
カスタムセッション属性を設定すると、セッション内のすべてのイベントに追加されます。セッション属
性は、CloudWatch RUM ウェブクライアントの初期化中または実行時に addSessionAttributes コマ
ンドを使用して設定します。

例えば、アプリケーションのバージョンをセッション属性として追加できます。次に、CloudWatch RUM 
コンソールで、エラーをバージョン別にフィルタリングして、エラー率の増加がアプリケーションの特定
のバージョンに関連しているかどうかを確認できます。

初期化時のセッション属性の追加、NPM の例

太字のコードセクションでセッション属性が追加されます。

import { AwsRum, AwsRumConfig } from 'aws-rum-web';

try { 
  const config: AwsRumConfig = { 
    allowCookies: true, 
    endpoint: "https://dataplane.rum.us-west-2.amazonaws.com", 
    guestRoleArn: "arn:aws:iam::000000000000:role/RUM-Monitor-us-west-2-000000000000-00xx-
Unauth", 
    identityPoolId: "us-west-2:00000000-0000-0000-0000-000000000000", 
    sessionSampleRate: 1, 
    telemetries: ['errors', 'performance'], 
     sessionAttributes: { 
        applicationVersion: "1.3.8"
    } 
  }; 

  const APPLICATION_ID: string = '00000000-0000-0000-0000-000000000000'; 
  const APPLICATION_VERSION: string = '1.0.0'; 
  const APPLICATION_REGION: string = 'us-west-2'; 

  const awsRum: AwsRum = new AwsRum( 
    APPLICATION_ID, 
    APPLICATION_VERSION, 
    APPLICATION_REGION, 
    config 
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  );
} catch (error) { 
  // Ignore errors thrown during CloudWatch RUM web client initialization
}

実行時のセッション属性の追加、NPM の例

awsRum.addSessionAttributes({  
    applicationVersion: "1.3.8"     
})

初期化時のセッション属性の追加、埋め込みスクリプトの例

太字のコードセクションでセッション属性が追加されます。

<script> 
    (function(n,i,v,r,s,c,u,x,z){...})( 
        'cwr', 
        '00000000-0000-0000-0000-000000000000', 
        '1.0.0', 
        'us-west-2', 
        'https://client.rum.us-east-1.amazonaws.com/1.0.2/cwr.js', 
        { 
            sessionSampleRate:1, 
            guestRoleArn:'arn:aws:iam::000000000000:role/RUM-Monitor-us-
west-2-000000000000-00xx-Unauth', 
            identityPoolId:'us-west-2:00000000-0000-0000-0000-000000000000', 
            endpoint:'https://dataplane.rum.us-west-2.amazonaws.com', 
            telemetries:['errors','http','performance'], 
            allowCookies:true, 
             sessionAttributes: { 
                applicationVersion: "1.3.8"
            } 
        } 
    );
</script>

実行時のセッション属性の追加、埋め込みスクリプトの例

<script> 
    function addSessionAttribute() { 
        cwr('addSessionAttributes', { 
            applicationVersion: "1.3.8" 
        }) 
    } 
             
</script>

ページ属性を追加する
カスタムページ属性を設定すると、現在のページのすべてのイベントに追加されます。ページ属性
は、CloudWatch RUM ウェブクライアントの初期化中または実行時に recordPageView コマンドを使用
して設定します。

例えば、ページテンプレートをページ属性として追加できます。次に、CloudWatch RUM コンソールで、
エラーをページテンプレート別にフィルタリングして、エラー率の増加がアプリケーションの特定のペー
ジテンプレートに関連しているかどうかを確認できます。

初期化時のページ属性の追加、NPM の例
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太字のコードセクションでページ属性が追加されます。

const awsRum: AwsRum = new AwsRum( 
    APPLICATION_ID, 
    APPLICATION_VERSION, 
    APPLICATION_REGION, 
     { disableAutoPageView:  true // optional }
);
awsRum.recordPageView({   
    pageId:'/home',   
    pageAttributes: { 
      template: 'artStudio' 
    }
});
const credentialProvider = new CustomCredentialProvider();
if(awsCreds) awsRum.setAwsCredentials(credentialProvider);

実行時のページ属性の追加、NPM の例

awsRum.recordPageView({  
    pageId: '/home',  
    pageAttributes: { 
        template: 'artStudio' 
    }  
});

初期化時のページ属性の追加、埋め込みスクリプトの例

太字のコードセクションでページ属性が追加されます。

<script> 
    (function(n,i,v,r,s,c,u,x,z){...})( 
        'cwr', 
        '00000000-0000-0000-0000-000000000000', 
        '1.0.0', 
        'us-west-2', 
        'https://client.rum.us-east-1.amazonaws.com/1.0.2/cwr.js',
        { 
            disableAutoPageView: true //optional 
        } 
    ); 
    cwr('recordPageView', {  
       pageId: '/home',   
       pageAttributes: { 
           template: 'artStudio' 
       } 
    }); 
    const awsCreds = localStorage.getItem('customAwsCreds'); 
    if(awsCreds) cwr('setAwsCredentials', awsCreds)
</script>

実行時のページ属性の追加、埋め込みスクリプトの例

<script> 
    function recordPageView() { 
        cwr('recordPageView', {  
            pageId: '/home',  
            pageAttributes: { 
                template: 'artStudio' 
            } 
        }); 
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    }         
</script>

コンソールでのメタデータ属性によるフィルタリング
CloudWatch RUM コンソールでビジュアライゼーションを組み込みまたはカスタムのメタデータ属性で
フィルタリングするには、検索バーを使用します。検索バーでは、可視化に適用するフィルター用語を
[key=value] (キー=値) の形式で最大 20 個指定できます。例えば、Chrome ブラウザのデータのみをフィル
タリングするには、browserName=Chrome というフィルター用語を追加できます。

デフォルトでは、CloudWatch RUM コンソールは最も一般的な 100 個の属性のキーと値を取得して、検索
バーのドロップダウンに表示します。さらにメタデータ属性をフィルター用語として追加するには、検索
バーに属性のキーと値を完全な形で入力します。

フィルターには最大 20 のフィルター用語を含めることができ、アプリケーションモニターごとに最大 20 
のフィルターを保存できます。フィルターを保存すると、そのフィルターは [Saved filters] (保存済みの
フィルター) ドロップダウンに保存されます。保存したフィルターを削除することもできます。

カスタムイベントを送信する
CloudWatch RUM は、CloudWatch RUM ウェブクライアントによって収集される情報 (p. 448) に記載さ
れているイベントを記録して取り込みます。CloudWatch RUM ウェブクライアントのバージョン 1.12.0 以
降を使用している場合は、追加のカスタムイベントを定義、記録、送信できます。定義したイベントタイ
プごとに、イベントタイプ名と送信するデータを定義します。各カスタムイベントペイロードは最大 6 KB 
です。

カスタムイベントは、アプリケーションモニターでカスタムイベントが有効になっている場合にのみ取り
込まれます。アプリケーションモニターの構成設定を更新するには、CloudWatch RUM コンソールまたは
UpdateAppMonitor API を使用します。

カスタムイベントを有効にし、カスタムイベントを定義して送信すると、それらを検索できます。それら
を検索するには、CloudWatch RUM コンソールの [Events] (イベント) タブを使用します。イベントタイプ
を使用して検索します。

要件と構文
カスタムイベントは、イベントタイプとイベントの詳細で構成されます。これらに対する要件は次のとお
りです。

• イベントタイプ
• これは、イベントのタイプでも名前でもかまいません。例えば、JsError という名前の CloudWatch 

RUM 組み込みイベントタイプのイベントタイプは、com.amazon.rum.js_error_event です。
• 1～256 文字である必要があります。
• 英数字、アンダースコア、ハイフン、およびピリオドの組み合わせを使用できます。

• イベントの詳細
• CloudWatch RUM に記録したい実際のデータが含まれます。
• フィールドと値で構成されるオブジェクトである必要があります。

カスタムイベントの記録例
CloudWatch RUM ウェブクライアントでカスタムイベントを記録するには 2 つの方法があります。

• CloudWatch RUM ウェブクライアントの recordEvent API を使用する。
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• カスタマイズされたプラグインを使用する。

recordEvent API を使用してカスタムイベントを送信する、NPM の例

awsRum.recordEvent('my_custom_event', { 
        location: 'IAD',  
        current_url: 'amazonaws.com',  
        user_interaction: { 
            interaction_1 : "click", 
            interaction_2 : "scroll" 
        },  
        visit_count:10 
    }
)

recordEvent API を使用してカスタムイベントを送信する、埋め込みスクリプトの例

cwr('recordEvent', { 
    type: 'my_custom_event',  
    data: { 
        location: 'IAD',  
        current_url: 'amazonaws.com',  
        user_interaction: { 
            interaction_1 : "click", 
            interaction_2 : "scroll" 
        },  
        visit_count:10 
    }
})

カスタマイズされたプラグインを使用してカスタムイベントを送信する例

// Example of a plugin that listens to a scroll event, and
// records a 'custom_scroll_event' that contains the timestamp of the event.
class MyCustomPlugin implements Plugin { 
    // Initialize MyCustomPlugin. 
    constructor() { 
        this.enabled; 
        this.context; 
        this.id = 'custom_event_plugin'; 
    } 
    // Load MyCustomPlugin. 
    load(context) { 
        this.context = context; 
        this.enable(); 
    } 
    // Turn on MyCustomPlugin. 
    enable() { 
        this.enabled = true; 
        this.addEventHandler(); 
    } 
    // Turn off MyCustomPlugin. 
    disable() { 
        this.enabled = false; 
        this.removeEventHandler(); 
    } 
    // Return MyCustomPlugin Id. 
    getPluginId() { 
        return this.id; 
    } 
    // Record custom event. 
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    record(data) { 
        this.context.record('custom_scroll_event', data); 
    } 
    // EventHandler. 
    private eventHandler = (scrollEvent: Event) => { 
        this.record({timestamp: Date.now()}) 
    } 
    // Attach an eventHandler to scroll event. 
    private addEventHandler(): void { 
        window.addEventListener('scroll', this.eventHandler); 
    } 
    // Detach eventHandler from scroll event. 
    private removeEventHandler(): void { 
        window.removeEventListender('scroll', this.eventHandler); 
    }
}

CloudWatch RUM ダッシュボードの表示
CloudWatch RUM は、ページのロード時間、Apdex スコア、使用されたブラウザとデバイス、ユーザー
セッションが置かれた地域的な位置、エラーのあるセッションなど、アプリケーションのパフォーマン
スに関するデータをユーザーセッションから収集する際に役立ちます。これらの情報はすべて、ダッシュ
ボードに表示されます。

RUM ダッシュボードを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[RUM] の順

にクリックします。

作成したアプリケーションモニターによって収集された情報は、[Overview] (概要) タブに表示されま
す。

ペインの一番上の行には、このアプリケーションモニターに関する次の情報が表示されます。

• 実行されたページロードの数
• ページロードの平均速度
• Apdex スコア
• アプリケーションモニターに関連付けられているアラームのステータス

Apdex (Application Performance Index) スコアでは、エンドユーザーの満足度が示されます。このス
コアは、0 (最低の満足度) から 1 (最高の満足度) までの範囲を取ります。このスコアは、アプリケー
ションのパフォーマンスのみを基に算出されています。ユーザーに、アプリケーションの評価が求め
られることはありません。Apdex スコアの詳細については、「CloudWatch RUM での Apdex スコア
の評価方式 (p. 440)」を参照してください。

これらのペインの一部には、データを詳しく調べるために使用できるリンクが含まれていま
す。このリンクのいずれかを選択すると、詳細に関するビューが開きます。この画面の上部に
は、[Performance] (パフォーマンス)、[Errors & Sessions] (エラーとセッション)、[Browsers & 
Devices] (ブラウザとデバイス)、[User Journey] (ユーザージャーニー) などのタブが表示されます。各
タブのビューでは、表示される結果を特定のブラウザ、デバイス、および国に絞り込むためのフィル
タが使用できます。

3. さらに絞り込むには、[List view] (リストビュー) タブを選択し、注目するアプリケーションモニターの
名前を選択します。これにより、選択したアプリモニターの次のタブが表示されます。

• [Performance] (パフォーマンス) タブには、ロード時間、セッション情報、リクエストの情報、ウェ
ブバイタル、ページロードの時間的推移など、ページのパフォーマンスに関する情報が表示されま
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す。このビューにあるコントロールにより、フォーカスする表示内容を [Page loads] (ページロー
ド)、[Requests] (リクエスト)、および [Location] (ロケーション) の間で切り替えることができま
す。

• [Errors & Sessions] (エラーとセッション) タブでは、ページで発生したエラーに関する情報が表示
されます。この情報には、ユーザーに対し最も頻繁に表示されているエラーメッセージ、最もエ
ラーが多いデバイスとブラウザ、セッションでのエラー情報などが含まれています。この画面にあ
るコントロールでは、フォーカスする情報を、[Errors] (エラー) と [Sessions] (セッション) の間で切
り替えることができます。

[Errors] (エラー) ビューの最下部の近くには、エラーに関するリストが表示されます。いずれかの
エラーで詳細を表示するには、リスト内の対応する行の左側にあるボタンをクリックし、さらに
[View details] (詳細を表示) をクリックします。

[Sessions] (セッション) ビューの最下部近くには、セッションのリストが表示されます。いずれ
かのセッションで詳細を表示するには、リスト内の対応する行の左側にあるボタンをクリック
し、[View session events] (セッションイベントの表示) をクリックします。

• [Browsers & Devices] (ブラウザとデバイス) タブには、アプリケーションにアクセスした各種のブ
ラウザやデバイスでの、パフォーマンスや使用状況などに関する情報が表示されます。このビュー
にあるコントロールでは、フォーカスするビューを [Browsers] (ブラウザ) と[Devices] (デバイス) の
間で切り替えます。

対象を単一のブラウザに絞り込むと、そのブラウザのバージョン別に分類されたデータが表示され
ます。

• [User Journey] (ユーザージャーニー) タブには、ユーザーがアプリケーションをナビゲートするた
めに使用しているパスが表示されます。ユーザーがアプリケーションに入ったポイントと、アプ
リケーションを終了したページを確認できます。また、それらのユーザーが通過したパスと、同じ
パスをたどるユーザーの割合なども確認できます。いずれかのノードで一時停止することで、その
ページの詳細を取得できます。1 つのパスを選択すると、接続を見やすく強調表示することもでき
ます。

4. (オプション) 最初の 3 つのタブで [Pages] (ページ) ボタンを選択すると、リストからページまたは
ページグループを選択できます。これにより、表示されるデータがアプリケーションの単一ページま
たはページグループに関するものに絞り込まれます。さらに、リスト内のページとページグループを
お気に入りとしてマークすることも可能です。

CloudWatch RUM での Apdex スコアの評価方式
Apdex (Application Performance Index) は、レポートやベンチマークのための方法、およびアプリケー
ションの応答時間を評価する方法を定義した、オープンな規格です。Apdex スコアは、時間の経過に伴い
アプリケーションのパフォーマンスが受ける影響を特定し、理解するために役立ちます。

Apdex スコアでは、エンドユーザーの満足度が、0 (最低の満足度) から 1 (最高の満足度) のスコア範囲で
表されます。このスコアは、アプリケーションのパフォーマンスのみを基に算出されています。ユーザー
に、アプリケーションの評価が求められることはありません。

個々の Apdex スコアには、3 つのしきい値のいずれかが対応しています。Apdex のしきい値と、実際のア
プリケーションの応答時間に基づいて、パフォーマンスが以下の 3 種類に定義されます。

• 満足 – 実際のアプリケーションの応答時間が、Apdex のしきい値以下。CloudWatch RUM の場合、この
しきい値は 2,000 ミリ秒以下です。

• 許容範囲 – 実際のアプリケーションの応答時間は、Apdex のしきい値より長いものの、そのしきい値の 
4 倍以下の範囲に収まる。CloudWatch RUM の場合、この範囲は 2,000～8,000 ミリ秒です。

• 快適ではない – 実際のアプリケーションの応答時間が、Apdex のしきい値の 4 倍を超過。CloudWatch 
RUM の場合、8000 ミリ秒を超えた範囲がこれに相当します。

最終的な 0～1 の Apdex スコアは、次の式を使用して計算されます。
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(positive scores + tolerable scores/2)/total scores * 100

CloudWatch RUM で収集できる CloudWatch メトリク
ス
このセクションの表は、CloudWatch RUM で自動的に収集するメトリクスの一覧です。これらのメト
リクスは CloudWatch コンソールで確認できます。詳細については、「利用可能なメトリクスを表示す
る (p. 119)」を参照してください。

必要に応じて、CloudWatch または CloudWatch Evidently に拡張メトリクスを送信することもできます。
詳細については、「拡張メトリクス (p. 444)」を参照してください。

これらのメトリクスは、AWS/RUM という名前の名前空間で発行されます。次のすべてのメトリクス
は、application_name ディメンションによって発行されます。このディメンションの値は、アプリ
ケーションモニターの名前です。表に記載されているように、一部のメトリクスは追加のディメンション
によって発行されます。

メトリクス 単位 説明

HttpStatusCodeCount Count (カウント) レスポンスステータス
コードによるアプリ
ケーション内の HTTP 
レスポンスの数。

追加のディメンション:

• event_details.response.status
は、200、400、404 
などのレスポンス
ステータスコードで
す。

• event_type イベン
トのタイプ。現在、
このディメンション
で有効な値は http の
みです。

JsErrorCount Count (カウント) 取り込まれた JavaScript 
エラーイベントの数。

NavigationFrustratedCount Count (カウント) 適切ではないしきい値
である 8000ms より
も多い duration で
のナビゲーションイベ
ントの数。ナビゲー
ションイベントの期間
は、PerformanceNavigationDuration
メトリクスで追跡され
ます。

NavigationSatisfiedCount Count (カウント) Apdex の目標であ
る 2000ms 以下の
duration でのナビ
ゲーションイベント
の数。ナビゲーショ
ンイベントの期間
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メトリクス 単位 説明
は、PerformanceNavigationDuration
メトリクスで追跡され
ます。

NavigationToleratedCount Count (カウント) 2000 ミリ秒から 
8000 ミリ秒の間の
duration でのナビ
ゲーションイベント
の数。ナビゲーショ
ンイベントの期間
は、PerformanceNavigationDuration
メトリクスで追跡され
ます。

PerformanceResourceDuration ミリ秒 リソースイベントの
duration。

追加のディメンション:

• event_details.file.type
は、スタイルシー
ト、ドキュメント、
イメージ、スクリプ
ト、フォントなど、
リソースイベント
のファイルタイプで
す。

• event_type イベ
ントのタイプ。現
在、このディメン
ションで有効な値は
resource のみで
す。

PerformanceNavigationDuration ミリ秒 ナビゲーションイベン
トの duration。

RumEventPayloadSize バイト CloudWatch RUM に
よって取り込まれるす
べてのイベントのサイ
ズ。このメトリクスの
SampleCount 統計を
使用して、アプリケー
ションモニターが取り
込むイベントの数をモ
ニターリングすること
もできます。

SessionCount Count (カウント) アプリケーションモニ
ターによって取り込ま
れたセッション開始イ
ベントの数。つまり、
開始された新しいセッ
ションの数です。
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メトリクス 単位 説明

WebVitalsCumulativeLayoutShift なし 累積的レイアウトシフ
トイベントの値を追跡
します。

WebVitalsFirstInputDelay ミリ秒 最初の入力遅延イベン
トの値を追跡します。

WebVitalsLargestContentfulPaint ミリ秒 最大のコンテンツフル
ペイントイベントの値
を追跡します。

CloudWatch と CloudWatch Evidently に送信できるカスタムメト
リクスと拡張メトリクス
デフォルトでは、RUM アプリケーションモニタはメトリクスを CloudWatch に送信します。これらのデ
フォルトのメトリクスとディメンションは、「CloudWatch RUM で収集できる CloudWatch メトリクス」
に記載されています。

アプリモニタをセットアップして、拡張メトリクス、カスタムメトリクス、またはその両方を 
CloudWatch または CloudWatch Evidently に送信することもできます。

• カスタムメトリクス — カスタムメトリクスはユーザーが定義するメトリクスです。カスタムメトリクス
では、任意のメトリクス名と名前空間を使用できます。メトリクスを取得するには、任意のカスタムイ
ベント、組み込みイベント、カスタム属性、デフォルト属性を使用します。

カスタムメトリクスは、CloudWatch と CloudWatch Evidently の両方に送信できます。
• 拡張メトリクス – デフォルトの CloudWatch RUM メトリクスを CloudWatch Evidently に送信

し、Evidently の実験に使用できます。追加のディメンションを使用して、デフォルトの CloudWatch 
RUM メトリクスのいずれかを CloudWatch に送信することもできます。これにより、これらのメトリク
スはよりきめ細かいビューを提供します。

トピック
• カスタムメトリクス (p. 443)
• 拡張メトリクス (p. 444)

カスタムメトリクス

カスタムメトリクスを送信するには、コンソールではなく、AWS API または AWS CLI を使用す
る必要があります。AWS API を使用する方法については、「PutRumMetricsDestination」および
「BatchCreateRumMetricDefinitions」を参照してください。

1 つの送信先に含めることができる拡張メトリクスおよびカスタムメトリクス定義の最大数は、2,000 
です。各送信先に送信するカスタムメトリクスまたは拡張メトリクスごとに、ディメンション名とディ
メンション値の各組み合わせが、この制限に対してカウントされます。これは、料金計算において 
CloudWatch カスタムメトリクスとしてもカウントされます。

次の例は、カスタムイベントから派生したカスタムメトリクスの作成方法を示しています。使用されるカ
スタムイベントの例は次のとおりです。

cwr('recordEvent', { 
    type: 'my_custom_event',  
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    data: { 
        location: 'IAD',  
        current_url: 'amazonaws.com',  
        user_interaction: { 
            interaction_1 : "click", 
            interaction_2 : "scroll" 
        },  
        visit_count:10 
    }
})

このカスタムイベントがあれば、Chrome ブラウザから amazonaws.com URL への訪問数をカウントする
カスタムメトリクスを作成できます。次の定義では、アカウントの RUM/CustomMetrics/PageVisits
名前空間に AmazonVisitsCount という名前のメトリクスを作成します。

{ 
    "AppMonitorName":"customer-appMonitor-name", 
    "Destination":"CloudWatch", 
    "MetricDefinitions":[ 
        { 
            "Name":"AmazonVisitsCount", 
            "Namespace":"PageVisit", 
            "ValueKey":"event_details.visit_count", 
            "UnitLabel":"Count", 
            "DimensionKeys":{ 
                "event_details.current_url": "URL" 
            }, 
            "EventPattern":"{\"metadata\":{\"browserName\":[\"Chrome\"]},\"event_type\":
[\"my_custom_event\"],\"event_details\": {\"current_url\": [\"amazonaws.com\"]}}"  
        } 
    ]
}

拡張メトリクス

拡張メトリクスをセットアップすると、次のいずれかまたは両方を行うことができます。

• デフォルトの CloudWatch RUM メトリクスを CloudWatch Evidently に送
信し、Evidently の実験に使用します。Evidently に送信できるメトリクス
は、PerformanceNavigationDuration、PerformanceResourceDuration、WebVitalsCumulativeLayoutShift、WebVitalsFirstInputDelay、
および WebVitalsLargestContentfulPaint のみです。

• ディメンションを追加して、デフォルトの CloudWatch RUM メトリクスのいずれかを CloudWatch に送
信すると、メトリクスはよりきめ細かいビューを提供します。例えば、ユーザーが使用する特定のブラ
ウザ固有のメトリクスや、特定の地域にいるユーザーのメトリクスを表示できます。

デフォルトの CloudWatch RUM メトリクスの詳細については、「CloudWatch RUM で収集できる 
CloudWatch メトリクス (p. 441)」を参照してください。

1 つの送信先に含めることができる拡張メトリクスおよびカスタムメトリクス定義の最大数は、2,000 で
す。各送信先に送信する拡張メトリクスまたはカスタムメトリクスごとに、ディメンション名とディメン
ション値の各組み合わせが、この制限に対する拡張メトリクスとしてカウントされます。これは、料金計
算において CloudWatch カスタムメトリクスとしてもカウントされます。

CloudWatch に拡張メトリクスを送信すると、CloudWatch RUM コンソールを使用してそのメトリクスに 
CloudWatch アラームを作成できます。

拡張メトリクスは、CloudWatch カスタムメトリクスとして課金されます。詳細については、「Amazon 
CloudWatch 料金」を参照してください。
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アプリケーションモニターが送信できるすべてのメトリクス名の拡張メトリクスでは、次のディメンショ
ンがサポートされています。これらのメトリクス名は、「CloudWatch RUM で収集できる CloudWatch メ
トリクス (p. 441)」に記載されています。

• BrowserName

ディメンション値の例: Chrome、Firefox、Chrome Headless

• CountryCode これには、2 文字のコードの ISO-3166 形式を使用します。

ディメンション値の例: US、JP、DE

• DeviceType

ディメンション値の例: desktop、mobile、tablet、embedded

• FileType

ディメンション値の例: Image、Stylesheet

• OSName

ディメンション値の例: Linux、Windows, iOS、Android

• PageId

コンソールを使用して拡張メトリクスをセットアップする

コンソールを使用して CloudWatch に拡張メトリクスを送信するには、次の手順に従います。

CloudWatch Evidently に拡張メトリクスを送信するには、コンソールではなく、AWS API か AWS CLI を
使用する必要があります。AWS API を使用して CloudWatch または Evidently に拡張メトリクスを送信す
る方法については、「PutRumMetricsDestination」と「BatchCreateRumMetricDefinitions」を参照してく
ださい。

コンソールを使用してアプリケーションモニタをセットアップし、RUM 拡張メトリクスを 
CloudWatch に送信するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[RUM] の順

にクリックします。
3. [List view] (一覧表示) を選択し、メトリクスを送信するアプリケーションモニターの名前を選択しま

す。
4. [Configuration] (設定) タブを選択し、[RUM extended metrics] (RUM 拡張メトリクス) を選択します。
5. [Send metrics] (メトリクスを送信) を選択します。
6. メトリクス名を 1 つまたは複数選択して、ディメンションを追加して送信します。
7. これらのメトリクスのディメンションとして使用するファクターを 1 つまたは複数選択します。選択

すると、その選択によって作成される拡張メトリクスの数が [Number of extended metrics] (拡張メト
リクスの数) に表示されます。

この数は、選択したメトリクス名の数に、作成したさまざまなディメンションの数を掛けて計算され
ます。この数は、課金されるカスタムメトリクスの数を表します。CloudWatch の料金の詳細につい
ては、Amazon CloudWatch の料金をご覧ください。

a. ページ ID をディメンションとして含むメトリクスを送信するには、[Browse for page ID] (ページ 
ID を参照) を選択し、使用するページ ID を選択します。

b. デバイスタイプをディメンションとして含むメトリクスを送信するには、[Desktop devices] (デス
クトップデバイス) または [Mobile and tablets] (モバイルとタブレット) を選択します。
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c. オペレーティングシステムをディメンションとして含むメトリクスを送信するには、[Operating 
system] (オペレーティングシステム) で 1 つまたは複数のオペレーティングシステムを選択しま
す。

d. ブラウザタイプをディメンションとして含むメトリクスを送信するには、[Browsers] (ブラウザ) 
で 1 つまたは複数のブラウザを選択します。

e. 地理的位置情報をディメンションとして含むメトリクスを送信するには、[Locations] (ロケーショ
ン) で 1 つまたは複数のロケーションを選択します。

このアプリケーションモニターがメトリクスを報告したロケーションのみがリストに表示され、
そこから選択できます。

8. 選択が終わったら、[Send metrics] (メトリクスを送信) を選択します。
9. (オプション) [Extended metrics] (拡張メトリクス) リストで、いずれかのメトリクスを監視するアラー

ムを作成するには、そのメトリクスの行で [Create alarm] (アラームを作成) を選択します。

CloudWatch アラーム全般については、「 Amazon CloudWatch でのアラームの使用 (p. 180)」を参照
してください。CloudWatch RUM 拡張メトリクスにアラームを設定するチュートリアルについては、
「チュートリアル: 拡張メトリクスを作成してアラームを設定する (p. 446)」を参照してください。

拡張メトリクスの送信を停止する

コンソールを使用して拡張メトリクスの送信を停止するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[RUM] の順

にクリックします。
3. [List view] (一覧表示) を選択し、メトリクスを送信するアプリケーションモニターの名前を選択しま

す。
4. [Configuration] (設定) タブを選択し、[RUM extended metrics] (RUM 拡張メトリクス) を選択します。
5. 送信を停止するには、メトリクス名とディメンションの組み合わせを 1 つまたは複数選択します。次

に、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択します。

チュートリアル: 拡張メトリクスを作成してアラームを設定する

このチュートリアルでは、CloudWatch に送信する拡張メトリクスを設定する方法と、そのメトリクスに
アラームを設定する方法を示します。このチュートリアルでは、Chrome ブラウザの JavaScript エラーを
追跡するメトリクスを作成します。

この拡張メトリクスをセットアップしてアラームを設定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[RUM] の順

にクリックします。
3. [List view] (一覧表示) を選択し、メトリクスを送信するアプリケーションモニターの名前を選択しま

す。
4. [Configuration] (設定) タブを選択し、[RUM extended metrics] (RUM 拡張メトリクス) を選択します。
5. [Send metrics] (メトリクスを送信) を選択します。
6. [JSErrorCount] を選択します。
7. [Browsers] (ブラウザ) で [Chrome] を選択します。

この [JSErrorCount] と [Chrome] の組み合わせにより、1 つの拡張メトリクスが CloudWatch に送信
されます。このメトリクスでは、Chrome ブラウザを使用するユーザーセッションの JavaScript エ
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ラーのみがカウントされます。メトリクス名は [JsErrorCount] になり、ディメンション名は [Browser]
(ブラウザ) になります。

8. [Send metrics] (メトリクスを送信) を選択します。
9. [Extended metrics] (拡張メトリクス) リストで、[Name] (名前) に [JsErrorCount] と表示さ

れ、[BrowserName] に [Chrome]」と表示されている行で [Create alarm] (アラームを作成) を選択しま
す。

10. [Specify metric and conditions] (メトリクスと条件の指定) で、[Metric name] (メトリクス名) と
[BrowserName] フィールドに正しい値が事前に入力されていることを確認します。

11. [Statistic] (統計) で、アラームに使用したい統計を選択します。このタイプのカウントメトリクスに
は、[Average] (平均) が適しています。

12. [Period (期間)] で、[5 minutes (5 分)] を選択します。
13. [条件] で、次の操作を行います。

• [Static] (静的) を選択します。
• エラー数がこれから指定するしきい値を超えるとアラームが ALARM 状態になるように指定するに

は、[Greater] (より大きい) を選択します。
• [than...] (しきい値) に、アラームしきい値となる数を入力します。5 分間のエラー数がこの数を超え

ると、アラームは ALARM 状態になります。
14. (オプション) デフォルトでは、エラー数が 5 分間に設定したしきい値を超えるとすぐに、アラームは 

ALARM 状態になります。必要に応じてこれを変更して、5 分間にこの数を超えることが複数回あった
場合に、その回数によってアラームが ALARM 状態になるようにできます。

そのためには、[Additional configuration] (その他の設定) を選択し、[Datapoints to alarm] (アラームを
実行するデータポイント) で、5 分間にエラー数がしきい値を超えることが何回あるとアラームがトリ
ガーされるかを指定します。例えば、2 回中 2 回を選択して 5 分の期間が 2 回連続してしきい値を超
えている場合にのみアラームがトリガーされるようにしたり、3 回中 2 回を選択して連続する 3 回の 
5 分の期間のうちいずれか 2 回しきい値を超えた場合にアラームがトリガーされるようにしたりでき
ます。

この種のアラーム評価の詳細については、「アラームの評価 (p. 181)」を参照してください。
15. [Next] (次へ) をクリックします。
16. [Configure actions] (アクションの設定) で、アラームがアラーム状態になったときに実行する処理を指

定します。Amazon SNS を使用して通知を受け取るには、以下を実行します。

• [Add notification] (通知を追加) をクリックします。
• [アラーム状態] を選択します。
• 既存の SNS トピックを選択するか、新しく作成することができます。新しく作成する場合は、名前

を指定し、メールアドレスを少なくとも 1 つ追加します。
17. [Next] (次へ) をクリックします。
18. 名前を入力し、必要に応じてアラームの説明を入力して [Next] (次へ) を選択します。
19. 詳細を確認し、[Create alarm] (アラームを作成) を選択します。

CloudWatch RUM によるデータ保護とデータプライバ
シー
Amazon CloudWatch RUM でのデータ保護とデータプライバシーには、AWS 責任共有モデルが適用され
ます。このモデルで定義されるように、AWS は、すべての AWS クラウドを実行するグローバルなインフ
ラストラクチャの保護に責任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコン
テンツに対する管理を維持する責任があります。データプライバシーの詳細については、「データプライ
バシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティ
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ブログの記事「 The AWS Shared Responsibility Model and GDPR」を参照してください。GDPR 要件の
遵守に関するその他のリソースについては、一般データ保護規則 (GDPR) センターを参照してください。

Amazon CloudWatch RUM は、収集対象となるエンドユーザーからのデータ入力に基づいてコードス
ニペットを生成します。このスニペットは、ウェブサイトまたはウェブアプリケーションのコードに埋
め込んで使用します。コードスニペットによってダウンロードおよび構成されたウェブクライアントで
は、Cookie (もしくは類似の技術) を利用して、エンドユーザーからのデータを収集できます。Cookie (ま
たは類似の技術) の使用は、特定の法領域におけるデータプライバシー規制の対象となります。Amazon 
CloudWatch RUM を使用する前に、プライバシーに関する法的に適切な通知の提供、クッキーの使用
とエンドユーザーデータの (収集を含む) 処理に必要な同意の獲得を含む、適用法の下でのコンプライア
ンス義務に関して評価を行うことを強くお勧めします。ウェブクライアントが Cookie を使用する方法
と、ウェブクライアントが収集するエンドユーザーデータの内容については、「CloudWatch RUM ウェ
ブクライアントによって収集される情報 (p. 448)」および「CloudWatch RUM ウェブクライアントの 
Cookie (p. 448)」を参照してください。

エンドユーザーのアカウント番号、E メールアドレス、その他の個人情報などの機密性がある識別情
報は、自由形式のフィールドに格納することは避けるように強くお勧めします。Amazon CloudWatch 
RUM、または他のサービスに入力したデータは、診断ログに含まれる場合があります。

CloudWatch RUM ウェブクライアントの Cookie
CloudWatch RUM ウェブクライアントでは、デフォルトで、ユーザーセッションから一定のデータが
収集されます。セッションごとのユーザー ID とセッション ID をウェブクライアントに収集させるため
に、Cookie を有効化することもできます。ユーザー ID は、RUM によってランダムに生成されます。

これらの Cookie を有効化して、RUM ダッシュボードでアプリケーションモニターに関する表示を行う
と、RUM は以下の種類のデータを表示します。

• 一意のユーザー数や、個々のエラーが発生しているユーザーの数など、ユーザー ID に基づいて集計され
たデータ。

• セッションの総数やエラーが発生したセッションの数など、セッション ID に基づいて集計されたデー
タ。

• ユーザージャーニー。これは、サンプリングされた各ユーザーセッションに含まれるページ移動のシー
ケンスです。

Important

これらの Cookie を有効にしない場合でも、ウェブクライアントは、エンドユーザーセッションに
関する特定の情報 (ブラウザの種類/バージョン、オペレーティングシステムの種類/バージョン、
デバイスの種類など) を記録します。これら収集された情報は、ウェブバイタル、ページの表示
数、エラーが発生したページ数など、ページ固有に集約されたインサイトを提供するために使用
されます。データ記録の詳細については、「CloudWatch RUM ウェブクライアントによって収集
される情報 (p. 448)」を参照してください。

CloudWatch RUM ウェブクライアントによって収集さ
れる情報
このセクションでは、PutRumEvents スキーマについて記述します。このスキーマでは、CloudWatch 
RUM を使用してユーザーセッションから収集できるデータの構造を定義します。

PutRumEvents リクエストは、以下のフィールドを持つデータ構造を CloudWatch RUM に送信します。

• この RUM イベントのバッチ ID
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• 以下を含む、アプリケーションモニターの詳細情報:
• アプリケーションモニター ID
• モニターリング対象アプリケーションのバージョン

• 以下を含むユーザーの詳細情報:  このデータは、アプリケーションモニターで Cookie が有効化されてい
る場合にのみ収集されます。
• ウェブクライアントによって生成されたユーザー ID
• セッション ID

• このバッチ内での RUM イベント (p. 449)の配列

RUM イベントのスキーマ
各 RUM イベントの構造には、以下のフィールドが含まれます。

• イベントの ID
• タイムスタンプ
• イベントタイプ
• ユーザーエージェント
• Metadata (p. 449)
• RUM イベントの詳細 (p. 450)

RUM イベントのメタデータ
メタデータには、ページメタデータ、ユーザエージェントのメタデータ、地理的位置情報のメタデータ、
およびドメインメタデータが含まれます。

ページメタデータ

ページメタデータには、以下が含まれます。

• ページ ID
• ページタイトル
• 親ページ ID – これらのデータは、アプリケーションモニタで Cookie が有効化されている場合にのみ収

集されます。
• 操作に関する深度 – これは、アプリケーションモニタで Cookie が有効化されている場合にのみ収集さ

れます。
• ページタグ — ページイベントにタグを追加して、ページをグループ化できます。詳細については、

「ページグループを使用する (p. 432)」を参照してください。

ユーザーエージェントのメタデータ

ユーザーエージェントのメタデータには、以下が含まれます。

• ブラウザで使用する言語
• ブラウザ名
• ブラウザのバージョン
• オペレーティングシステム名
• オペレーティングシステムのバージョン
• デバイスタイプ
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• プラットフォームの種類

地理的位置情報のメタデータ

地理的位置情報のメタデータには以下が含まれます。

• 国コード
• 区域コード

ドメインメタデータ

ドメインメタデータには URL ドメインが含まれます。

RUM イベントの詳細
イベントの詳細は、イベントタイプに応じて、以下のいずれかのタイプのスキーマに従います。

セッション開始イベント

このイベントにはフィールドは含まれません。このデータは、アプリケーションモニターで Cookie が有
効化されている場合にのみ収集されます。

ページビュースキーマ

ページビューイベントには、以下のプロパティが含まれます。ページビューコレクションを非アクティ
ブ化するように、ウェブクライアントを設定できます。詳細については、「CloudWatch RUM web client 
documentation」を参照してください。

名前 型 説明

ページ ID 文字列 アプリケーション内でこのページを一意に表す ID です。デ
フォルトでは URL パスが使用されます。

親ページ ID 文字列 現在のページに移動する時点で、ユーザーに対し表示されて
いたページの ID です。このデータは、アプリケーションモ
ニターで Cookie が有効化されている場合にのみ収集されま
す。

操作に関する深度 文字列 このデータは、アプリケーションモニターで Cookie が有効
化されている場合にのみ収集されます。

JavaScript エラースキーマ

エージェントによって生成される JavaScript エラーイベントには、以下のプロパティが含まれます。ウェ
ブクライアントは、エラーテレメトリの収集を選択した場合にのみ、これらのイベントを収集します。

名前 型 説明

エラータイプ 文字列 エラーの名前 (存在する場合)。詳細については、
「Error.prototype.name」を参照してください。

ブラウザによっては、エラータイプをサポートしていない場
合があります。
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名前 型 説明

エラーメッセージ 文字列 エラーが返すメッセージ。詳細については、
「Error.prototype.message」を参照してください。エラー
フィールドが存在しない場合、これはエラーイベントのメッ
セージになります。詳細については、「ErrorEvent」を参照
してください。

異なるブラウザ間では、エラーメッセージが一貫しない場合
があります。

スタックトレース 文字列 エラーのスタックトレース (それが存在する場合) は 
150 文字に切り捨てられます。詳細については、
「Error.prototype.stack」を参照してください。

ブラウザによっては、スタックトレースをサポートしていな
い場合があります。

DOM イベントスキーマ
エージェントによって生成されるドキュメントオブジェクトモデル (DOM) イベントには、以下のプロパ
ティが含まれます。これらのイベントは、デフォルトでは収集されません。収集されるのは、インタラ
クションテレメトリをアクティブにした場合のみです。詳細については、「CloudWatch RUM web client 
documentation」を参照してください。

名前 型 説明

[Event] (イベント) 文字列 クリック、スクロール、ホバーなど、DOM イベントの種類。
詳細については、「Event reference」を参照してください。

要素 文字列 DOM 要素タイプ

要素 ID 文字列 イベントを生成した要素が ID を持つ場合、その ID がこのプ
ロパティに格納されます。詳細については、「Element.id」
を参照してください。

CSSLocator 文字列 DOM 要素の識別に使用される CSS ロケーター。

InteractionId 文字列 ユーザーと UI 間のインタラクションにおける一意の ID で
す。

ナビゲーションイベントスキーマ
ナビゲーションイベントは、アプリケーションモニターでパフォーマンステレメトリが有効になっている
場合にのみ収集されます。

ナビゲーションイベントでは、ナビゲーションタイミングレベル 1、およびナビゲーションタイミングレ
ベル 2 の API を使用します。レベル 2 の API は、すべてのブラウザーでサポートされている訳ではないた
め、これらの新しいフィールドはオプションです。

Note

タイムスタンプのメトリクスは、DOMHighResTimestamp に基づいています。レベル 2 の API の
デフォルトでは、すべてのタイミングが startTime に対し相対的です。また、レベル 1 では、
タイムスタンプメトリクスから navigationStart メトリクスを減算して相対値を算出します。
タイムスタンプの値はすべてミリ秒単位で表示されます。

ナビゲーションイベントには、以下のプロパティが含まれます。
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名前 型 説明 メモ

initiatorType 文字列 パフォーマンスイベントを開始したリソースのタ
イプを表します。

値: 「ナビゲー
ション」

レベル 1: 「ナ
ビゲーション」

レベル 2:
entryData.initiatorType

navigationType 文字列 ナビゲーションのタイプを表します。

この属性は必須ではありません。

値: この値は以
下のいずれかに
する必要があり
ます。

• navigate
は、リンク
の選択、ブラ
ウザのアド
レスバーへ
の URL の入
力、フォーム
の送信、また
は (reload
または
back_forward
以外の) スク
リプト処理か
らの初期化に
よって開始さ
れるナビゲー
ションです。

• reload は、
ブラウザの
リロード処
理もしくは
location.reload()
によるナビ
ゲーションで
す。

• back_forward
は、ブラウザ
での履歴横断
の処理による
ナビゲーショ
ンです。

• prerender
は、プリレ
ンダリングヒ
ントによって
開始されるナ
ビゲーション
です。詳細に
ついては、
「Prerender」
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名前 型 説明 メモ
を参照してく
ださい。

startTime 数値 イベントがトリガーされるタイミングを示しま
す。

値: 0

レベル 1:
entryData.navigationStart 
- 
entryData.navigationStart

レベル 2:
entryData.startTime

unloadEventStart 数値 ウィンドウ内の前のドキュメントが、アンロード
を (unload イベントがスローされた後に) 開始し
たタイミングを示します。

値:先に表示さ
れたドキュメン
トが存在しない
か、そのドキュ
メントもしく
は必要なリダイ
レクトの 1 つ
でオリジンが
異なっている場
合、返される値
は 0 です。

レベル 1:

entryData.unloadEventStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.unloadEventStart 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.unloadEventStart
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名前 型 説明 メモ

promptForUnload 数値 ドキュメントのアンロードに要した時間。つまり
unloadEventStart と unloadEventEnd の間の
時間です。UnloadEventEnd は、アンロードイベ
ントのハンドラが終了したタイミングを、ミリ秒
単位の時間で表します。

値:先に表示さ
れたドキュメン
トが存在しない
か、そのドキュ
メントもしく
は必要なリダイ
レクトの 1 つ
でオリジンが
異なっている場
合、返される値
は 0 です。

レベル 1:
entryData.unloadEventEnd 
- 
entryData.unloadEventStart

レベル 2:
entryData.unloadEventEnd 
- 
entryData.unloadEventStart

redirectCount 数値 現在のブラウジングコンテキストの下で行われ
た、最後の非リダイレクトナビゲーション以降の
リダイレクトの数を表す数値。

この属性は必須ではありません。

値:リダイレク
トが存在しない
場合、または
リダイレクトが
あってもそのオ
リジンが送信先
ドキュメントと
異なっている場
合、返される値
は 0 です。

レベル 1: 利用
不可

レベル 2:
entryData.redirectCount
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名前 型 説明 メモ

redirectStart 数値 最初の HTTP リダイレクトが開始された時刻。 値:リダイレク
トが存在しない
場合、または
リダイレクトが
あってもそのオ
リジンが送信先
ドキュメントと
異なっている場
合、返される値
は 0 です。

レベル 1:

entryData.redirectStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.redirectStart 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.redirectStart

redirectTime 数値 HTTP リダイレクトに要した時間。これ
は、redirectStart と redirectEnd の間の差
です。

レベル 1:: 
entryData.redirectEnd 
- 
entryData.redirectStart

レベル 2:: 
entryData.redirectEnd 
- 
entryData.redirectStart
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名前 型 説明 メモ

workerStart 数値 これは PerformanceResourceTiming インター
フェイスのプロパティです。この値は、ワーカー
スレッドでのオペレーションの開始を示します。

この属性は必須ではありません。

値: Service 
Worker スレッ
ドがすでに実行
中である、また
はそのスレッド
を開始する直前
である場合、こ
のプロパティは
FetchEvent
をディスパッ
チする直前の
時間を返しま
す。リソースが 
Service Worker 
によって傍受さ
れない場合は 0 
を返します。

レベル 1: 利用
不可

レベル 2:
entryData.workerStart

workerTime 数値 リソースが Service Worker によって傍受されてい
る場合、この値にはワーカースレッドでの処理に
要する時間が返されます。

この属性は必須ではありません。

レベル 1: 利用
不可

レベル 2:

entryData.workerStart 
 > 0 
   ? 
 entryData.fetchStart 
 - 
 entryData.workerStart 
   : 0

fetchStart 数値 ブラウザで、HTTP リクエストによるドキュメン
トのフェッチが準備ができた時刻。これは、アプ
リケーションキャッシュがチェックされる前のタ
イミングです。

レベル 1:

: 
 entryData.fetchStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.fetchStart 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.fetchStart
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名前 型 説明 メモ

domainLookupStart数値 ドメインルックアップが開始された時間。 値: 永続接続が
使用されている
場合、または情
報がキャッシュ
またはローカ
ルリソースに格
納されている場
合、この値は
fetchStart
と同じ値になり
ます。

レベル 1:

entryData.domainLookupStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.domainLookupStart 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.domainLookupStart

dns 数値 ドメインルックアップに必要な時間。 値: リソースと 
DNS レコード
がキャッシュ
されている場
合、この値には 
0 が想定されま
す。

レベル 1:
entryData.domainLookupEnd 
- 
entryData.domainLookupStart

レベル 2:
entryData.domainLookupEnd 
- 
entryData.domainLookupStart

nextHopProtocol 文字列 リソースの取得に使用されるネットワークプロト
コルを表す文字列。

この属性は必須ではありません。

レベル 1: 利用
不可

レベル 2:
entryData.nextHopProtocol
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名前 型 説明 メモ

connectStart 数値 ユーザーエージェントがドキュメントを取得する
ためにサーバーへの接続を確立した時点の直前の
時間。

値: RFC2616 
の永続接続が
使用されてい
る場合、または
現在のドキュメ
ントが関連する
アプリケーショ
ンキャッシュ
またはローカ
ルリソースか
ら取得された
場合、この属
性は値として
domainLookupEnd
を返します。

レベル 1:

entryData.connectStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.connectStart 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.connectStart

接続 数値 転送のための接続の確立、または SSL 認証の実
行に必要な時間を測定します。また、ブラウザに
よって発行される同時リクエストが多すぎる場合
の、ブロック時間の長さも含まれます。

レベル 1:
entryData.connectEnd 
- 
entryData.connectStart

レベル 2:
entryData.connectEnd 
- 
entryData.connectStart

secureConnectionStart数値 現在のページの URL スキームが「https」の場合、
この属性は、ユーザーエージェントが現在の接続
を保護するためのハンドシェイクプロセスを開始
する直前の時間を返します。HTTPS を使用しない
場合は 0 を返します。URL スキームの詳細につい
ては、「URL representation」を参照してくださ
い。

計算式:
entryData.secureConnectionStart
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名前 型 説明 メモ

tlsTime 数値 SSL ハンドシェイクを完了するのに要した時間。 レベル 1:

entryData.secureConnectionStart 
 > 0 
   ? 
 entryData.connectEnd 
 - 
 entryData.secureConnectionStart 
   : 0

レベル 2:

entryData.secureConnectionStart 
 > 0 
   ? 
 entryData.connectEnd 
 - 
 entryData.secureConnectionStart 
   : 0

requestStart 数値 ユーザーエージェントが、サーバー、関連するア
プリケーションキャッシュ、またはローカルから
のリソースに対する要求を開始した時点の直前の
時間。

レベル 1:

: 
 entryData.requestStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.requestStart 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.requestStart

timeToFirstByte 数値 リクエストが発行された後、情報の最初のバイ
トを受信するまでに要した時間。この時間は
startTime に対して相対的です。

レベル 1:
entryData.responseStart 
- 
entryData.requestStart

レベル 2:
entryData.responseStart 
- 
entryData.requestStart

responseStart 数値 ユーザーエージェントの HTTP パーサーが、関
連するアプリケーションキャッシュ、ローカルリ
ソース、またはサーバーから、最初の応答バイト
を受信した直後の時間。

レベル 1:

entryData.responseStart 
 > 0 
   ? 
 entryData.responseStart 
 - 
 entryData.navigationStart 
   : 0

レベル 2:
entryData.responseStart
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名前 型 説明 メモ

responseTime 文字列 関連するアプリケーションキャッシュ、ローカル
リソース、またはサーバーから、バイト形式の完
全な応答を受信するまでに要した時間。

レベル 1:

entryData.responseStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.responseEnd 
 - 
 entryData.responseStart 
  : 0

レベル 2:

entryData.responseStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.responseEnd 
 - 
 entryData.responseStart 
  : 0

domInteractive 数値 パーサーがメインドキュメントでの作業を終了
し、HTML DOM が構築された時間。この際に
は、Document.readyState が「interactive」に
変化し、それに対応する readystatechange イ
ベントがスローされます。

レベル 1:

entryData.domInteractive 
 > 0 
  ? 
 entryData.domInteractive 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.domInteractive

domContentLoadedEventStart数値 ユーザーエージェントが、現在のドキュメントで 
DOMContentLoaded イベントを発行した時点の直
前の時間を表します。DOMContentLoaded イベン
トは、最初の HTML ドキュメントが完全に読み込
まれ、解析されたタイミングで発行されます。こ
の時点では、メイン HTML ドキュメントの解析が
完了し、ブラウザがレンンダーツリーの作成を開
始しており、また、サブリソースをロードする必
要があります。これにより、スタイルシート、画
像、およびサブフレームのローディングが完了す
るのを待つことはありません。

レベル 1:

entryData.domContentLoadedEventStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.domContentLoadedEventStart 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.domContentLoadedEventStart
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名前 型 説明 メモ

domContentLoaded数値 これは、レンダーツリー構築の開始と終了の
時間で、domContentLoadedEventStart
と domContentLoadedEventEnd により
マークされます。この値により、CloudWatch 
RUM は実行の追跡を行います。このプロパ
ティ値は、domContentLoadedStart と
domContentLoadedEnd の間の差です。

この期間の間に、DOM と CSSOM の準備が整
います。このプロパティは、非同期的および
動的に作成されたスクリプトを除き、スクリ
プトが実行されるまで待機します。また、ス
クリプトがスタイルシートに依存している場
合、domContentLoaded はスタイルシートのため
に待機します。画像のためには待機しません。

Note

domContentLoadedStart そして
domContentLoadedEnd での実際の値
は、Google Chrome の ネットワークパ
ネルに表示される domContentLoaded
に近似します。この値は、ページの
読み込みプロセスの開始から、HTML 
DOM と CSSOM のレンダリングツリー
が構築されるまでに要した時間を示し
ます。ナビゲーションメトリクスの場
合、domContentLoaded 値は開始値と
終了値間の差を表します。これは、サブ
リソースのダウンロードとレンダリング
ツリー構築に要した時間のみを反映しま
す。

レベル 2:
entryData.domContentLoadedEventEnd 
– 
entryData.domContentLoadedEventStart

レベル 2:
entryData.domContentLoadedEventEnd 
– 
entryData.domContentLoadedEventStart

domComplete 数値 現在のドキュメントの準備を完了したことを、ブ
ラウザが知らせてきた時点の直前の時間。この時
点で、画像などのサブリソースの読み込みは完了
しています。これには、CSS や同期 JavaScript 
などのブロッキングコンテンツのダウンロード
にかかる時間も含まれます。この値は、Google 
Chrome のネットワークパネルに表示される
loadTime の値に近似します。

レベル 1:

entryData.domComplete 
 > 0 
  ? 
 entryData.domComplete 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.domComplete

domProcessingTime数値 レスポンスとロードイベント開始までの間の合計
時間。

レベル 1:
entryData.loadEventStart 
- 
entryData.responseEnd

レベル 2:
entryData.loadEventStart 
- 
entryData.responseEnd
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名前 型 説明 メモ

loadEventStart 数値 現在のドキュメントの load イベントが発行され
た直前の時間。

レベル 1:

entryData.loadEventStart 
 > 0 
  ? 
 entryData.loadEventStart 
 - 
 entryData.navigationStart 
  : 0

レベル 2:
entryData.loadEventStart

loadEventTime 数値 と の違い。loadEventStartloadEventEndこの
ロードイベントを待っている追加の関数またはロ
ジックは、この間に起動されます。

レベル 1:
entryData.loadEventEnd 
- 
entryData.loadEventStart

レベル 2:
entryData.loadEventEnd 
- 
entryData.loadEventStart

期間 文字列 この期間は、ページの合計読み込み時間です。メ
インページとそのすべての同期サブリソースを
ダウンロードし、さらにページをレンダリング
するため要した時間を記録します。この後も、
スクリプトなどの非同期リソースのダウンロー
ドは継続します。この値は、loadEventEnd と
startTime の 2 つのプロパティ間の差になりま
す。

レベル 1:
entryData.loadEventEnd 
- 
entryData.navigationStart

レベル 2:
entryData.duration

headerSize 数値 transferSize と encodedBodySize の間の差
を返します。

この属性は必須ではありません。

レベル 1: 利用
不可

レベル 2:
entryData.transferSize 
– 
entryData.encodedBodySize

レベル 2:
entryData.transferSize 
– 
entryData.encodedBodySize

compressionRatio数値 encodedBodySize と decodedBodySize の
比率です。encodedBodySize の値は、HTTP 
ヘッダーを除くリソースの圧縮後のサイズで
す。decodedBodySize の値は、HTTP ヘッダー
を除くリソースの解凍後のサイズです。

この属性は必須ではありません。

レベル 1: 利用
不可。

レベル 2:

entryData.encodedBodySize 
 > 0 
  ? 
 entryData.decodedBodySize / 
 entryData.encodedBodySize 
  : 0
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名前 型 説明 メモ

navigationTimingLevel数値 ナビゲーションタイミング API のバージョン。 値: 1 または 2

リソースイベントスキーマ

リソースイベントは、アプリケーションモニターでパフォーマンステレメトリが有効化されている場合に
のみ収集されます。

タイムスタンプのメトリクスは、型定義 DOMHighResTimeStamp に基づきます。レベル 2 の API のデ
フォルトでは、すべてのタイミングは startTime に対して相対的です。レベル 1 API の場合には、タイ
ムスタンプのメトリクスから navigationStart メトリクスが減算され、相対値が取得されます。タイム
スタンプの値はすべてミリ秒単位で表示されます。

エージェントによって生成されたリソースイベントには、以下のプロパティが含まれます。

名前 型 説明 メモ

targetUrl 文字列 リソースの URL を返します。 計算式:
entryData.name

initiatorType 文字列 パフォーマンスリソースイベントを開始したリ
ソースのタイプを表します。

値:
「resource」

計算式:
entryData.initiatorType

期間 文字列 responseEnd と startTime の 2 つのプロパ
ティ間の差を返します。

この属性は必須ではありません。

計算式:
entryData.duration

transferSize 数値 レスポンスヘッダーフィールドとレスポンスペイ
ロード本体を含む、フェッチされたリソースのサ
イズ (オクテット単位) を返します。

この属性は必須ではありません。

計算式:
entryData.transferSize

fileType 文字列 ターゲット URL パターンから派生した拡張。

最大のコンテンツフルペイントイベントのスキーマ

最大のコンテンツペイントイベントには、以下のプロパティが含まれています。

これらのイベントは、アプリケーションモニターでパフォーマンステレメトリが有効化されている場合に
のみ収集されます。

名前 説明

値 詳細については、
「Web Vitals」を
参照してくださ
い。
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最初の入力遅延イベント

最初の入力遅延イベントには、以下のプロパティが含まれます。

これらのイベントは、アプリケーションモニターでパフォーマンステレメトリが有効化されている場合に
のみ収集されます。

名前 説明

値 詳細については、
「Web Vitals」を
参照してくださ
い。

累積的レイアウトシフトイベント

累積的レイアウトシフトイベントには、以下のプロパティが含まれます。

これらのイベントは、アプリケーションモニターでパフォーマンステレメトリが有効化されている場合に
のみ収集されます。

名前 説明

値 詳細については、
「Web Vitals」を
参照してくださ
い。

HTTP イベント

HTTP イベントには、以下のプロパティが含まれます。これには、Response フィールドまたは Error
フィールドのいずれかが含まれますが、両方が含まれることはありません。

これらのイベントは、アプリケーションモニターで HTTP テレメトリが有効化されている場合にのみ収集
されます。

名前 説明

リクエスト リクエストフィールドには以下が含まれます。

• GET、POST などの値を含めることができる
Method フィールドです。

• URL

[Response] (レスポンス) レスポンスには以下が含まれます。

• 2xx、4xx、または 5xx などのステータス
• ステータスのテキスト

エラー このエラーフィールドには以下が含まれます。

• タイプ
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名前 説明
• Message
• ファイル名
• 行番号
• 列番号
• スタックトレース

X-Ray トレースイベントのスキーマ

これらのイベントは、アプリケーションモニターで X-Ray トレースが有効化されている場合にのみ収集さ
れます。

X-Ray トレースイベントのスキーマの詳細については、AWS X-Ray segment documents を参照してくだ
さい。

単一ページアプリケーションのルート変更の時間計測
従来のマルチページアプリケーションでは、ユーザーが新しいコンテンツのロードを要求すると、ユー
ザーは実際にはサーバーから新しい HTML ページを要求することになります。その結果、CloudWatch 
RUM ウェブクライアントは、通常のパフォーマンス API メトリクスを使用してロード時間をキャプチャ
します。

しかし、単一ページのウェブアプリケーションでは、JavaScript と Ajax を使用して、サーバーから新しい
ページをロードせずにインターフェイスが更新されます。単一ページの更新は、ブラウザの時間計測 API 
では記録されず、ルート変更の時間計測を使用します。

CloudWatch RUM は、サーバーからの全ページロードと単一ページ更新の両方のモニターリングをサポー
トしていますが、次の違いがあります。

• ルート変更の時間計測については、tlsTime、timeToFirstByte などのようなブラウザ提供のメトリ
クスはありません。

• ルート変更の時間計測については、initiatorType フィールドは route_change になります。

CloudWatch RUM ウェブクライアントは、ルートの変更につながる可能性のあるユーザーインタラクショ
ンをリッスンし、そのようなユーザーインタラクションが記録されると、ウェブクライアントはタイムス
タンプを記録します。次の両方に該当すると、ルート変更の時間計測が開始されます。

• ブラウザ履歴 API (ブラウザの [進む] ボタンと [戻る] ボタンを除く) を使用してルート変更を実行した。
• ルート変更検出時刻と最新のユーザーインタラクションタイムスタンプの差が 1000 ms 未満。これによ

り、データスキューが回避されます。

その後、ルート変更の時間計測が始まると、進行中の AJAX リクエストと DOM ミューテーションがない
場合、その時間計測は完了します。このとき、最後に完了したアクティビティのタイムスタンプが完了タ
イムスタンプとして使用されます。

進行中の AJAX リクエストまたは DOM ミューテーションが 10 秒 (デフォルト) を超えると、ルート変更
の時間計測がタイムアウトします。この場合、CloudWatch RUM ウェブクライアントは、このルート変更
の時間計測を記録しなくなります。

その結果、ルート変更イベントの期間は次のように計算されます。

(time of latest completed activity) - (latest user interaction timestamp)
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CloudWatch RUM を使用するアプリケーションを管理
する
下記のセクションの各ステップを使用して、アプリケーションでの CloudWatch RUM の使用を管理しま
す。

既に生成してあるコードスニペットを見つけるにはどうすればよ
いですか?
既にアプリケーション用に生成してある CloudWatch RUM コードスニペットを検索するには、以下のス
テップを実行します。

既に生成したコードスニペットを検索するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[RUM] の順

にクリックします。
3. [List view] (一覧表示) をクリックします。
4. アプリケーションモニターの名前の横で、[View JavaScript] (JavaScript を表示) をクリックします。
5. [JavaScript Snippet] (JavaScript スニペット) ペインで、[Copy to clipboard] (クリップボードにコピー) 

をクリックします。

アプリケーションを編集する
アプリケーションモニターの設定を変更するには、以下のステップに従います。アプリケーションモニ
ターでは、名前以外の任意の設定の変更が可能です。

アプリケーションでの CloudWatch RUM の使用方法を編集するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[RUM] の順

にクリックします。
3. [List view] (一覧表示) をクリックします。
4. アプリケーションの名前の横にあるボタンをクリックした後、 [Actions] (アクション)、[Edit] (編集) の

順にクリックします。
5. アプリケーション名以外の設定を変更します。この設定の詳細については、「ステップ 2: アプリケー

ションモニターを作成する (p. 426)」を参照してください。
6. 完了したら、[Save] (保存) を選択します。

設定を変更することで、コードスニペットも変更されます。この場合は、更新されたコードスニペッ
トをアプリケーション内に挿入しなおす必要があります。

7. JavaScript のコードスニペットが作成されたら、[Copy to clipboard] (クリップボードにコピー) また
は[Download] (ダウンロード) を選択した上で、[Done] (完了) をクリックします。

新しい設定でモニターリングを開始するには、新しいコードスニペットをアプリケーションに挿入し
ます。コードスニペットを、アプリケーションの (<body> 要素または他のすべての <script> タグ
の前で) <head> 要素の中に挿入します。
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CloudWatch RUM の使用を停止するかアプリケーションモニ
ターを削除する
アプリケーションでの CloudWatch RUM の使用を停止するには、アプリケーションのコードから、RAM 
が生成したコードスニペットを削除します。

RUM のアプリケーションモニターを削除するには、以下のステップに従います。

アプリケーションモニターを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Application monitoring] (アプリケーションのモニターリング)、[RUM] の順

にクリックします。
3. [List view] (一覧表示) をクリックします。
4. アプリケーションの名前の横にあるボタンをクリックし、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順

にクリックします。
5. 確認ボックスに Delete を入力し、[Delete] (削除) をクリックします。
6. まだ残されているのであれば、アプリケーションのコードから CloudWatch RUM コードスニペットを

削除します。

CloudWatch RUM でのクォータ
CloudWatch RUM には、以下のクォータがあります。

リソース デフォルトのクォータ

アプリケーションモニター数 アカウントあたり 20 個

クォータは、引き上げをリクエストすることができます。

RUM 取り込み率 50 PutRumEvents リクエスト/秒 (TPS)。

クォータは、引き上げをリクエストすることができます。

CloudWatch RUM のトラブルシューティング
このセクションでは、CloudWatch RUM でのトラブルシューティングに役立つヒントを示します。

実行しているアプリケーションに関するデータが見つからない
まず、コードスニペットがアプリケーションに正しく挿入されていることを確認します。詳細について
は、「ステップ 4: コードスニペットをアプリケーションに挿入する (p. 429)」を参照してください。

それが原因ではない場合は、アプリケーションへのトラフィックがまだ発生していないことが考えられま
す。ユーザーと同じ方法でアプリケーションにアクセスし、トラフィックを生成して確認ます。

アプリケーションのデータの記録が停止する
アプリケーションが更新され、CloudWatch RUM のコードスニペットが含まれなくなった可能性がありま
す。アプリケーションコードを確認します。
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他には、誰かがコードスニペットを更新した後に、更新されたスニペットをアプリケーションに挿入
しなかった可能性もあります。既に生成してあるコードスニペットを見つけるにはどうすればよいです
か? (p. 466) にある指示に従って、現時点の正しいコードスニペットを見つけます。その上で、アプリ
ケーションに貼り付けられているコードスニペットと比較します。
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インサイトとオペレーションの可視
性

このセクションのトピックでは、AWS リソースに関するオペレーションの可視性を高めるのに役立つ 
CloudWatch の機能について説明します。

トピック
• Container Insights の使用 (p. 469)
• Lambda Insights の使用 (p. 635)
• Contributor Insights を使用した高カーディナリティデータの分析 (p. 661)
• Amazon CloudWatch Application Insights (p. 674)

Container Insights の使用
CloudWatch Container Insights を使用して、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスの
メトリクスとログを収集、集計、要約します。Container Insights は、Amazon Elastic Container Service 
(Amazon ECS)、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)、および Amazon EC2 の Kubernetes 
プラットフォームで利用できます。Container Insights は、Amazon ECS と Amazon EKS の両方の 
Fargate にデプロイされたクラスターからのメトリクスの収集をサポートしています。

CloudWatch は、CPU やメモリ、ディスク、ネットワークなど、多数のリソースのメトリクスを自動的に
収集します。Container Insights では、問題の迅速な特定と解決に役立つ、コンテナの再起動失敗などの診
断情報も提供されます。また、Container Insights が収集するメトリクスには CloudWatch アラームを設定
できます。

Container Insights は、埋め込みメトリクス形式 (p. 995)を使用して、パフォーマンスログイベントとし
てデータを収集します。このパフォーマンスログイベントは、高濃度データを取り込み、大規模に保存
することが可能な構造化された JSON スキーマを使用するエントリです。CloudWatch は、このデータか
ら、クラスター、ノード、ポッド、タスク、サービスのレベルで CloudWatch メトリクスとして集約され
たメトリクスを作成します。Container Insights が収集するメトリクスは、CloudWatch 自動ダッシュボー
ドで使用でき、CloudWatch コンソールの [Metrics (メトリクス)] セクションでも表示できます。メトリク
スは、コンテナタスクがしばらく実行されるまで表示されません。

Container Insights をデプロイする場合、パフォーマンスログイベント用のロググループが自動的に作成さ
れます。このロググループを手動で作成する必要はありません。

CloudWatch では、ログデータからあらゆるメトリクスが自動的に作成されるわけではありません。これ
は、Container Insights のコスト管理を考慮してのことです。CloudWatch Logs Insights を使って生のパ
フォーマンスログイベントを分析すると、メトリクスと粒度レベルの詳細を確認できます。

Container Insights によって収集されたメトリクスは、カスタムメトリクスとして課金されま
す。CloudWatch の料金の詳細については、Amazon CloudWatch の料金をご覧ください。

Amazon EKS および Kubernetes では、Container Insights はコンテナ化されたバージョンの CloudWatch 
エージェントを使用して、クラスターで実行中のすべてのコンテナを検出します。次に、パフォーマンス
スタックの各レイヤーでパフォーマンスデータを収集します。

Container Insights は、収集するログとメトリクスの AWS AWS KMS キーによる暗号化をサポートしま
す。この暗号化を有効にするには、Container Insights データを受信するロググループに対して AWS KMS 
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暗号化を手動で有効にする必要があります。そうすることで、Container Insights は、提供された AWS 
KMS キーを使用してこのデータを暗号化するようになります。対称 キーのみがサポートされます。ログ
グループの暗号化に非対称 AWS KMS キーを使用しないでください。

詳細については、AWS KMS を使用した CloudWatch Logs でのログデータの暗号化を参照してください。

サポートされているプラットフォーム
Container Insights は、Amazon Elastic Container Service、Amazon Elastic Kubernetes Service、および 
Amazon EC2 インスタンスの Kubernetes プラットフォームで利用できます。

• Amazon ECS の場合、Container Insights は、Linux インスタンスと Windows Server インスタンスの両
方のクラスター、タスク、およびサービスレベルでメトリクスを収集します。インスタンスレベルでメ
トリクスを収集できるのは、Linux インスタンスのみです。

Amazon ECS の場合、ネットワークメトリクスは bridge ネットワークモードおよび awsvpc ネット
ワークモードのコンテナでのみ使用できます。これらは、host ネットワークモードのコンテナでは使
用できません。

• Amazon Elastic Kubernetes Service と、Amazon EC2 インスタンスの Kubernetes プラットフォームで
は、Container Insights は Linux インスタンスでのみサポートされます。

CloudWatch エージェントコンテナイメージ
Amazon は、Amazon Elastic Container Registry に CloudWatch エージェントコンテナイメージを提供し
ています。詳細については、Amazon ECR の 「cloudwatch-agent」を参照してください。

サポートされているリージョン
Amazon ECS の Container Insights は、次のリージョンでサポートされています。

• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国東部 (オハイオ)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• 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 (ムンバイ)
• アジアパシフィック (大阪)
• 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 (東京)
• アジアパシフィック (シドニー)
• カナダ (中部)
• 欧州 (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• ヨーロッパ (ロンドン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
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• 欧州 (パリ)
• 欧州 (スペイン)
• 欧州 (ストックホルム)
• 欧州 (チューリッヒ)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)

Amazon EKS および Kubernetes でサポートされるリージョン

Amazon EKS および Kubernetes の Container Insights は、次のリージョンでサポートされています。

• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国東部 (オハイオ)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (香港)
• 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)
• 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)
• ヨーロッパ (ストックホルム)
• 中東 (バーレーン)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

Container Insights の設定
Container Insights のセットアッププロセスは Amazon ECS と Amazon EKS および Kubernetes では異な
ります。

トピック
• Amazon ECS での Container Insights のセットアップ (p. 472)
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• Amazon EKS と Kubernetes での Container Insights のセットアップ (p. 485)

Amazon ECS での Container Insights のセットアップ
次のオプションのいずれかまたは両方を使用して、Amazon ECS クラスターで Container Insights を有効
にできます。

• クラスターレベル、タスクレベル、およびサービスレベルのメトリクスの収集を開始するには、AWS 
Management Console または AWS CLI を使用します。

• CloudWatch エージェントを DaemonSet としてデプロイし、インスタンスでホストされているクラス
ターで Amazon EC2 インスタンスレベルのメトリクスの収集を開始します。

トピック
• クラスターおよびサービスレベルの Amazon ECS でメトリクスの Container Insights の設定 (p. 472)
• AWS Distro for OpenTelemetry を使用した Amazon ECS での Container Insights の設定 (p. 474)
• Amazon ECS で EC2 インスタンスレベルのメトリクスを収集するための CloudWatch エージェントの

デプロイ (p. 476)
• Amazon ECS クラスター上で EC2 インスタンスレベルのメトリクスを収集するための AWS Distro for 

OpenTelemetry のデプロイ  (p. 482)
• FireLens のログ送信先を CloudWatch Logs に設定する (p. 484)

クラスターおよびサービスレベルの Amazon ECS でメトリクスの Container 
Insights の設定
新規および既存の Amazon ECS クラスターで Container Insights を有効にできます。Container Insights 
は、クラスター、タスク、およびサービスレベルでメトリクスを収集します。既存のクラスターの場合
は、 を使用しますAWS CLI 新しいクラスターの場合は、Amazon ECS コンソールまたは を使用します
AWS CLI

Amazon EC2 インスタンスで Amazon ECS を使用している場合、Container Insights からネットワークお
よびストレージメトリクスを収集するには、Amazon ECS エージェントバージョン 1.29 を含む AMI を
使用してインスタンスを起動します。エージェントのバージョンを更新する方法については、「Amazon 
ECS コンテナエージェントの更新」を参照してください。

AWS CLI を使用して、アカウントレベルの許可を設定し、アカウント内に作成された新しい Amazon 
ECS クラスターに対して Container Insights を有効にすることができます。これを行うには、次のコマン
ドを入力します。

aws ecs put-account-setting --name "containerInsights" --value "enabled"

既存の Amazon ECS クラスターでの Container Insights のセットアップ

既存の Amazon ECS クラスターで Container Insights を有効にするには、次のコマンドを入力します。次
のコマンドを使用するには、AWS CLI のバージョン 1.16.200 以降を実行している必要があります。

aws ecs update-cluster-settings --cluster myCICluster --settings 
 name=containerInsights,value=enabled

新しい Amazon ECS クラスターでの Container Insights のセットアップ

新しい Amazon ECS クラスターで Container Insights を有効化する方法は 2 つあります。すべての新しい
クラスターがデフォルトで Container Insights に対して有効になるように Amazon ECS を設定できます。
それ以外の場合は、作成時に新しいクラスターを有効にすることができます。
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AWS Management Console の使用

Container Insights は、デフォルトですべての新しいクラスターでオンにすることも、作成時に個々のクラ
スターでオンにすることもできます。

新しいクラスターで Container Insights をデフォルトでオンにするには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Account Settings] (アカウント設定) を選択します。
3. [Update] (更新) を選択します。
4. クラスターで CloudWatch Container Insights をデフォルトで使用するには、[CloudWatch Container 

Insights] で、[CloudWatch Container Insights] を選択またはクリアします。
5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

前述の手順を使用して、すべての新しいクラスターでデフォルトで Container Insights を有効にしていない
場合は、次の手順を使用して、Container Insights が有効になっているクラスターを作成することができま
す。

Container Insights をオンにしてクラスターを作成するには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。
4. [Clusters] (クラスター) ページで、[Create Cluster] (クラスターの作成) を選択します。
5. [Cluster configuration] (クラスター設定) で、[Cluster name] (クラスター名) に一意の名前を入力しま

す。

名前には、最大 255 文字 (大文字と小文字)、数字、およびハイフンを含めることができます。
6. Container Insights をオンにするには、[モニタリング] を展開し、[Container Insights の使用] をオンに

します。

タスク定義を作成し、タスクを実行して、クラスター内でサービスを起動できるようになりました。詳細
については、以下を参照してください。

• タスク定義の作成
• タスクの実行
• サービスの作成

を使用した新しい Amazon ECS クラスターでの Container Insights の設定AWS CLI

新しいクラスターでデフォルトで Container Insights を有効にするには、次のコマンドを入力します。

aws ecs put-account-setting --name "containerInsights" --value "enabled"

前述の手順を使用して、すべての新しいクラスターでデフォルトで Container Insights を有効にしない場合
は、次のコマンドを入力して、Container Insights が有効になっている新しいクラスターを作成することが
できます。次のコマンドを使用するには、AWS CLI のバージョン 1.16.200 以降を実行している必要があ
ります。

aws ecs create-cluster --cluster-name myCICluster --settings 
 "name=containerInsights,value=enabled"
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Amazon ECS クラスターでの Container Insights の無効化

既存の Amazon ECS クラスターで Container Insights を無効にするには、次のコマンドを入力します。

aws ecs update-cluster-settings --cluster myCICluster --settings 
 name=containerInsights,value=disabled

AWS Distro for OpenTelemetry を使用した Amazon ECS での Container Insights 
の設定

このセクションは、AWS Distro for OpenTelemetry を使用して Amazon ECS クラスターで CloudWatch 
Container Insights を設定する場合に使用します。AWS Distro for Open Telemetry の詳細について
は、AWS Distro for OpenTelemetry を参照してください。

以下の手順では、クラスターが Amazon ECS を実行するように既に設定されていることを前提として
います。Amazon ECS で AWS Distro for Open Telemetry を使用し、この目的のために Amazon ECS 
クラスターを設定する方法の詳細については、Amazon Elastic Container Service で AWS Distro for 
OpenTelemetry Collector を設定するを参照してください。

ステップ 1: タスクロールを作成する

最初のステップでは、AWS OpenTelemetry Collector が使用するクラスター内にタスクロールを作成しま
す。

AWS Distro for OpenTelemetry のタスクロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Policies (ポリシー)] を選択し、[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択し

ます。
3. [JSON] タブを選択し、以下のポリシーをコピーします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "ssm:GetParameters" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

4. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
5. 名前に AWSDistroOpenTelemetryPolicy と入力し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択しま

す。
6. 左側のナビゲーションペインから、[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。
7. サービスのリストで、[Elastic Container Service] を選択します。
8. ページの下部にある [Elastic Container Service Task] を選択し、[Next: Permissions] (次へ: アクセス許

可) を選択します。
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9. ポリシーのリストで AWSDistroOpenTelemetryPolicy を検索します。
10. AWSDistroOpenTelemetryPolicy の横にあるチェックボックスをオンにします。
11. [Next: Tags] (次へ: タグ)、[Next: Review] (次へ: 確認) の順に選択します。
12. [Role name] (ロール名) に AWSOpenTelemetryTaskRole と入力し、[Create role] (ロールの作成) を

選択します。

ステップ 2: タスク実行ロールを作成する

次のステップでは、AWS OpenTelemetry Collector のタスク実行ロールを作成します。

AWS Distro for OpenTelemetry のタスク実行ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインから、[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. サービスのリストで、[Elastic Container Service] を選択します。
4. ページの下部にある [Elastic Container Service Task] を選択し、[Next: Permissions] (次へ: アクセス許

可) を選択します。
5. ポリシーのリストで AmazonECSTaskExecutionRolePolicy を検索

し、AmazonECSTaskExecutionRolePolicy の横にあるチェックボックスをオンにします。
6. ポリシーのリストで CloudWatchLogsFullAccess を検索し、CloudWatchLogsFullAccess の横にある

チェックボックスをオンにします。
7. ポリシーのリストで AmazonSSMReadOnlyAccess を検索し、AmazonSSMReadOnlyAccess の横に

あるチェックボックスをオンにします。
8. [Next: Tags] (次へ: タグ)、[Next: Review] (次へ: 確認) の順に選択します。
9. [Role name] (ロール名) に AWSOpenTelemetryTaskExecutionRole と入力し、[Create role] (ロー

ルの作成) を選択します。

ステップ 3: タスク定義を作成する

次のステップでは、タスク定義を作成します。

AWS Distro for OpenTelemetry のタスク定義を作成するには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Task definitions] (タスク定義) を選択します。
3. [Create new task definition] (新しいタスク定義の作成)、[Create new task definition] (新しいタスク定

義の作成) の順に選択します。
4. [Task definition family] (タスク定義ファミリー) を使用する場合、タスク定義ファミリーには、タスク

定義に一意の名前を指定します。
5. コンテナを設定し、[次へ] を選択します。
6. [メトリクスとログ記録] で、[メトリクス収集の使用] を選択します。
7. [Next] (次へ) をクリックします。
8. [Create] (作成) を選択します。

AWS OpenTelemetry Collector を Amazon ECS で使用する方法の詳細については、Amazon Elastic 
Container Service での AWS Distro for OpenTelemetry Collector の設定を参照してください。

ステップ 4: タスクを実行する

最後のステップでは、作成したタスクを実行します。
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AWS Distro for OpenTelemetry のタスクを実行するには

1. コンソール (https://console.aws.amazon.com/ecs/v2) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[Task Definitions] (タスク定義) を選択し、作成したタスクを選択しま

す。
3. [アクション]、[デプロイ]、[タスクの実行] を選択します。
4. [Deploy] (デプロイ)、[Run task] (タスク実行) の順に選択します。
5. [コンピューティングオプション] セクションの [既存のクラスター] から、クラスターを選択します。
6. [Create] (作成) を選択します。
7. 次に、CloudWatch コンソールで新しいメトリクスを確認できます。
8. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
9. 左のナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。

ECS/ContainerInsights 名前空間が表示されます。その名前空間を選択すると、8 つのメトリクスが表
示されます。

Amazon ECS で EC2 インスタンスレベルのメトリクスを収集するための 
CloudWatch エージェントのデプロイ
EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS クラスターからインスタンスレベルのメトリクスを
収集するために CloudWatch エージェントをデプロイするには、デフォルト設定でクイックスタート設定
を使用するか、エージェントを手動でインストールしてカスタマイズできるようにします。

どちらの方法でも、EC2 起動タイプでデプロイされた Amazon EC2 クラスターが既に少なくとも 1 つあ
ることと、CloudWatch エージェントコンテナが Amazon EC2 インスタンスメタデータサービス (IMDS) 
にアクセスできることが必要になります。IMDS の詳細については、「インスタンスメタデータとユー
ザーデータ」を参照してください。

また、これらの方法では、AWS CLI がインストールされていることを前提としています。また、次の手順
でコマンドを実行するには、[IAMFullAccess] ポリシーと [AmazonECS_FullAccess] ポリシーを持つアカウ
ントまたはロールにログオンする必要があります。

トピック
• を使用したクイックセットアップAWS CloudFormation (p. 476)
• 手動およびカスタムセットアップ (p. 478)

を使用したクイックセットアップAWS CloudFormation

クイックセットアップを使用するには、次のコマンドを入力して、エージェントをインストールする AWS 
CloudFormation を使用します。cluster-name と cluster-regions を Amazon ECS クラスターの名
前とリージョンに置き換えます。

このコマンドは、IAM ロールの [CWAgentECSTaskRole] と [CWAgentECSExecutionRole] 
を作成します。これらのロールがアカウントにすでに存在する場合は、コマンドを入
力ときに、ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=False ではな
く、ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=True を使用します。そうしないと、コマン
ドは失敗します。

Note

次の設定ステップでは、デフォルトで匿名ユーザーとして Docker Hub からコンテナイメージを
プルします。このプルは、レート制限の対象となる場合があります。詳細については、「」を参
照してくださいCloudWatch エージェントコンテナイメージ (p. 470)

ClusterName=cluster-name
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Region=cluster-region
aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgentECS-${ClusterName}-${Region} \ 
    --template-body https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/daemon-service/
cwagent-ecs-instance-metric/cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-instance-metric-cfn.json 
 \ 
    --parameters ParameterKey=ClusterName,ParameterValue=${ClusterName} \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=True \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region ${Region}

(代替) 独自の IAM ロールの使用

[CWAgentECSTaskRole] および [CWAgentECSExecutionRole] ロールの代わりに、独自のカスタム 
ECS タスクロールと ECS タスク実行ロールを使用する場合は、最初に ECS タスクロールとして使用
するロールに アタッチされている [CloudWatchAgentServerPolicy] が含まれていることを確認します。
また、ECS タスク実行ロールとして使用するロールに、[CloudWatchAgentServerPolicy] ポリシー と 
[AmazonECSTaskExecutionRolePolicy] ポリシーの 両方がアタッチされていることを確認してください。
次に、以下のコマンドを入力します。コマンドで、task-role-arn をカスタム ECS タスクロールの 
ARN に置き換え、execution-role-arn をカスタム ECS タスク実行ロールの ARN に置き換えます。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
TaskRoleArn=task-role-arn
ExecutionRoleArn=execution-role-arn
aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgentECS-${ClusterName}-${Region} \ 
    --template-body https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/daemon-service/
cwagent-ecs-instance-metric/cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-instance-metric-cfn.json 
 \ 
    --parameters ParameterKey=ClusterName,ParameterValue=${ClusterName} \ 
                 ParameterKey=TaskRoleArn,ParameterValue=${TaskRoleArn} \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleArn,ParameterValue=${ExecutionRoleArn} \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region ${Region}

クイックセットアップのトラブルシューティング

AWS CloudFormation スタックのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
aws cloudformation describe-stacks --stack-name CWAgentECS-$ClusterName-$Region --region 
 $Region

StackStatus が CREATE_COMPLETEまたは CREATE_IN_PROGRESS 以外の場合、スタックイベントを
チェックしてエラーを検出します。以下のコマンドを入力します。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
aws cloudformation describe-stack-events --stack-name CWAgentECS-$ClusterName-$Region --
region $Region

cwagent デーモンサービスの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。出力で
は、runningCount セクション のdesiredCount が deployment と等しいことがわかります。等しく
ない場合は、出力の failures セクションを確認してください。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
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aws ecs describe-services --services cwagent-daemon-service --cluster $ClusterName --region 
 $Region

CloudWatch Logs コンソールを使用してエージェントログを確認することもできます。[/ecs/ecs-cwagent-
daemon-service] ロググループを探します。

CloudWatch エージェントの AWS CloudFormation スタックの削除

AWS CloudFormation スタックを削除する必要がある場合は、次のコマンドを入力します。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
aws cloudformation delete-stack --stack-name CWAgentECS-${ClusterName}-${Region} --region 
 ${Region}

手動およびカスタムセットアップ

このセクションのステップに従って、CloudWatch エージェントを手動でデプロイして、EC2 インスタン
スでホストされている Amazon ECS クラスターからインスタンスレベルのメトリクスを収集します。

必要な IAM ロールとポリシー

2 つの IAM ロールが必要です。まだ存在しない場合は、作成する必要があります。これらのロールの詳細
については、「タスク用の IAM ロール」および「Amazon ECS タスク実行ロール」を参照してください。

• メトリクスを公開するために CloudWatch エージェントによって使用される、ECS タスクロール。この
ロールがすでに存在する場合は、CloudWatchAgentServerPolicy ポリシーがアタッチされているこ
とを確認する必要があります。

• CloudWatch エージェントを起動するために Amazon ECS エージェントが使用する、EC2 タスク実
行ロール。このロールがすでに存在する場合は、AmazonECSTaskExecutionRolePolicy ポリシー
CloudWatchAgentServerPolicy とポリシーがアタッチされていることを確認する必要があります。

これらのロールがまだない場合は、次のコマンドを使用してロールを作成し、必要なポリシーをアタッチ
できます。この最初のコマンドは、ECS タスクロールを作成します。

aws iam create-role --role-name CWAgentECSTaskRole \ 
    --assume-role-policy-document "{\"Version\": \"2012-10-17\",\"Statement\": [{\"Sid\": 
 \"\",\"Effect\": \"Allow\",\"Principal\": {\"Service\": \"ecs-tasks.amazonaws.com\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"}]}"

前のコマンドを入力したら、コマンド出力の Arn の値を「TaskRoleArn」と書き留めます。このタスク
は、後でタスク定義を作成するときに使用する必要があります。次に、以下のコマンドを入力して、必要
なポリシーをアタッチします。

aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy 
 \ 
    --role-name CWAgentECSTaskRole

次のコマンドは、ECS タスク実行ロールを作成します。

aws iam create-role --role-name CWAgentECSExecutionRole \ 
    --assume-role-policy-document "{\"Version\": \"2012-10-17\",\"Statement\": [{\"Sid\": 
 \"\",\"Effect\": \"Allow\",\"Principal\": {\"Service\": \"ecs-tasks.amazonaws.com\"},
\"Action\": \"sts:AssumeRole\"}]}"

前のコマンドを入力したら、コマンド出力の Arn の値を「ExecutionRoleArn」と書き留めます。このタス
クは、後でタスク定義を作成するときに使用する必要があります。次に、以下のコマンドを入力して、必
要なポリシーをアタッチします。
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aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy 
 \ 
    --role-name CWAgentECSExecutionRole 
           
aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy \ 
    --role-name CWAgentECSExecutionRole

タスク定義を作成し、デーモンサービスを起動する

タスク定義を作成し、それを使用して CloudWatch エージェントをデーモンサービスとして起動しま
す。タスク定義を作成するには、次のコマンドを入力します。最初の行で、プレースホルダーをデプ
ロイの実際の値に置き換えます。logs-region は、CloudWatch Logs が 配置されているリージョン
で、cluster-region はクラスターが配置されているリージョンです。task-role-arn は、使用して
いる ECS タスクロールの ARN で、execution-role-arn は ECS タスク実行ロールの ARN です。

TaskRoleArn=task-role-arn
ExecutionRoleArn=execution-role-arn
AWSLogsRegion=logs-region
Region=cluster-region
curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/daemon-service/cwagent-ecs-instance-
metric/cwagent-ecs-instance-metric.json \ 
    | sed "s|{{task-role-arn}}|${TaskRoleArn}|;s|{{execution-role-arn}}|
${ExecutionRoleArn}|;s|{{awslogs-region}}|${AWSLogsRegion}|" \ 
    | xargs -0 aws ecs register-task-definition --region ${Region} --cli-input-json

次に、以下のコマンドを実行してデーモンサービスを起動します。cluster-name と cluster-
regions を Amazon ECS クラスターの名前とリージョンに置き換えます。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
aws ecs create-service \ 
    --cluster ${ClusterName} \ 
    --service-name cwagent-daemon-service \ 
    --task-definition ecs-cwagent-daemon-service \ 
    --scheduling-strategy DAEMON \ 
    --region ${Region}

次のエラーメッセージ、An error occurred (InvalidParameterException) when calling 
the CreateService operation: Creation of service was not idempotent が表示された場
合は、cwagent-daemon-service という名前のデーモンサービスは既に作成されています。まず、次の
コマンドを例として使用して、そのサービスを削除する必要があります。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
aws ecs delete-service \ 
    --cluster ${ClusterName} \ 
    --service cwagent-daemon-service \ 
    --region ${Region} \ 
    --force

(オプション) 詳細設定

オプションで、SSM を使用して、EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS クラスター内の 
CloudWatch エージェントの他の設定オプションを指定できます。オプションは以下のとおりです。

• metrics_collection_interval – CloudWatch エージェントがメトリクスを収集する頻度 (秒) 。デ
フォルトは 60 です。範囲は 1～172,000 です。
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• endpoint_override – (オプション) ログの送信先となる別のエンドポイントを指定します。VPC のク
ラスターからデータを発行し、ログデータの送信先を VPC エンドポイントとする場合は、この操作を行
うことをお勧めします。

endpoint_override の値は URL 文字列であることが必要です。
• force_flush_interval – ログがサーバーに送信されるまでにメモリバッファ内に残留する最大時間

を秒単位で指定します。このフィールドの設定にかかわらず、バッファ内のログのサイズが 1 MB に達
すると、ログは即座にサーバーに送信されます。デフォルト値は 5 秒です。

• region – デフォルトでは、エージェントは Amazon ECS コンテナインスタンスがあるのと同じリー
ジョンにメトリクスを発行します。これを上書きするには、ここで別のリージョンを指定します。例え
ば、"region" : "us-east-1" などです。

次に、カスタマイズした設定の例を示します。

{ 
    "agent": { 
        "region": "us-east-1" 
    }, 
    "logs": { 
        "metrics_collected": { 
            "ecs": { 
                "metrics_collection_interval": 30 
            } 
        }, 
        "force_flush_interval": 5 
    }
}

Amazon ECS コンテナで CloudWatch エージェントの設定をカスタマイズするには

1. [AmazonSSMReadOnlyAccess] ポリシーが Amazon ECS タスク実行ロールにアタッチされているこ
とを確認します。これを行うには、次のコマンドを入力します。この例では、Amazon ECS タスク実
行ロールが CWAgentECSExecutionRole であることを前提としています。別のロールを使用している
場合は、次のコマンドでそのロール名を置き換えます。

aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMReadOnlyAccess 
 \ 
        --role-name CWAgentECSExecutionRole

2. 前の例と同様のカスタマイズした設定ファイルを作成します。このファイル /tmp/ecs-cwagent-
daemon-config.json の名前を変更します。

3. 次のコマンドを実行して、この設定を Parameter Store に配置します。cluster-region を
お使いの Amazon ECS クラスターのリージョンに置き換えます。このコマンドを実行するに
は、AmazonSSMFullAccess ポリシーを持つユーザーまたはロールにログオンする必要があります。

Region=cluster-region
aws ssm put-parameter \ 
    --name "ecs-cwagent-daemon-service" \ 
    --type "String" \ 
    --value "`cat /tmp/ecs-cwagent-daemon-config.json`" \ 
    --region $Region

4. /tmp/cwagent-ecs-instance-metric.json などのタスク定義ファイルをローカルファイルにダ
ウインロードします

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/daemon-service/cwagent-
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ecs-instance-metric/cwagent-ecs-instance-metric.json -o /tmp/cwagent-ecs-instance-
metric.json

5. タスク定義ファイルを変更します。次のセクションを削除します。

"environment": [ 
                { 
                    "name": "USE_DEFAULT_CONFIG", 
                    "value": "True" 
                } 
            ],

そのセクションを次のように置き換えます。

"secrets": [ 
                { 
                    "name": "CW_CONFIG_CONTENT", 
                    "valueFrom": "ecs-cwagent-daemon-service" 
                } 
            ],

6. 次のステップに従って、エージェントをデーモンサービスとして再起動します。

a. 次のコマンドを実行します。

TaskRoleArn=task-role-arn
ExecutionRoleArn=execution-role-arn
AWSLogsRegion=logs-region
Region=cluster-region
cat /tmp/cwagent-ecs-instance-metric.json \ 
    | sed "s|{{task-role-arn}}|${TaskRoleArn}|;s|{{execution-role-arn}}|
${ExecutionRoleArn}|;s|{{awslogs-region}}|${AWSLogsRegion}|" \ 
    | xargs -0 aws ecs register-task-definition --region ${Region} --cli-input-json

b. 次のコマンドを実行して、デーモンサービスを起動します。cluster-name と cluster-
regions を Amazon ECS クラスターの名前とリージョンに置き換えます。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
aws ecs create-service \ 
    --cluster ${ClusterName} \ 
    --service-name cwagent-daemon-service \ 
    --task-definition ecs-cwagent-daemon-service \ 
    --scheduling-strategy DAEMON \ 
    --region ${Region}

次のエラーメッセージ、An error occurred (InvalidParameterException) when 
calling the CreateService operation: Creation of service was not 
idempotent が表示された場合は、cwagent-daemon-service という名前のデーモンサービ
スは既に作成されています。まず、次のコマンドを例として使用して、そのサービスを削除する
必要があります。

ClusterName=cluster-name
Region=Region
aws ecs delete-service \ 
    --cluster ${ClusterName} \ 
    --service cwagent-daemon-service \ 
    --region ${Region} \ 
    --force
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Amazon ECS クラスター上で EC2 インスタンスレベルのメトリクスを収集する
ための AWS Distro for OpenTelemetry のデプロイ

このセクションの手順を使用して、AWS Distro for OpenTelemetry を使用して Amazon ECS クラスター
で EC2 インスタンスレベルのメトリクスを収集します。AWS Distro for OpenTelemetry の詳細について
は、AWS Distro for OpenTelemetry を参照してください。

以下の手順では、クラスターが Amazon ECS を実行するように既に設定されていることを前提としていま
す。このクラスターは、EC2 起動タイプを使用してデプロイする必要があります。Amazon ECS で AWS 
Distro for Open Telemetry を使用し、この目的のために Amazon ECS クラスターを設定する方法の詳細
については、「Amazon Elastic Container Service で ECS EC2 インスタンスレベルのメトリクスのための 
AWS Distro for OpenTelemetry Collector を設定する」を参照してください。

トピック
• を使用したクイックセットアップAWS CloudFormation (p. 482)
• 手動およびカスタムセットアップ (p. 483)

を使用したクイックセットアップAWS CloudFormation

Amazon ECS 向けの AWS Distro for OpenTelemetry コレクターを EC2 にインストールするための AWS 
CloudFormation テンプレートファイルをダウンロードします。次の curl コマンドを実行します。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-otel-collector/main/
deployment-template/ecs/aws-otel-ec2-instance-metrics-daemon-deployment-cfn.yaml

テンプレートファイルをダウンロードしたら、ファイルを開き、PATH_TO_CloudFormation_TEMPLATE
をテンプレートファイルを保存したパスに置き換えます。そして、次のコマンドのように、以下のパラ
メータをエクスポートして、AWS CloudFormation コマンドを実行します。

• Cluster_Name — Amazon ECS のクラスター名
• AWS_REGION — データが送信されるリージョン
• PATH_TO_CloudFormation_TEMPLATE — AWS CloudFormation テンプレートファイルを保存したパス
• command — AWS Distro for Open Telemetry コレクターが Amazon EC2 上で Amazon ECS のインス

タンスレベルのメトリクスを収集できるようにするには、このパラメータの --config=/etc/ecs/
otel-instance-metrics-config.yaml を指定する必要があります。

ClusterName=Cluster_Name
Region=AWS_Region
command=--config=/etc/ecs/otel-instance-metrics-config.yaml
aws cloudformation create-stack --stack-name AOCECS-${ClusterName}-${Region} \
--template-body file://PATH_TO_CloudFormation_TEMPLATE \
--parameters ParameterKey=ClusterName,ParameterValue=${ClusterName} \
ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=True \
ParameterKey=command,ParameterValue=${command} \
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
--region ${Region}

このコマンドを実行したら、Amazon ECS コンソールを使用して、タスクが実行されているかどうかを確
認します。

クイックセットアップのトラブルシューティング

AWS CloudFormation スタックのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。
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ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
aws cloudformation describe-stack --stack-name AOCECS-$ClusterName-$Region --region $Region

StackStatus が CREATE_COMPLETE または CREATE_IN_PROGRESS 以外の場合、スタックイベントを
チェックしてエラーを検出します。次の コマンドを入力します。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
aws cloudformation describe-stack-events --stack-name AOCECS-$ClusterName-$Region --region 
 $Region

AOCECS デーモンサービスの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。出力では、デプロイセク
ションの runningCount が desiredCount と等しいことがわかります。等しくない場合は、出力の「エ
ラー」セクションを確認してください。

ClusterName=cluster-name
Region=cluster-region
aws ecs describe-services --services AOCECS-daemon-service --cluster $ClusterName --region 
 $Region

CloudWatch Logs コンソールを使用してエージェントログを確認することもできます。/aws/ecs/
containerinsights/{ClusterName}/performance のロググループを探します。

手動およびカスタムセットアップ

このセクションの手順に従って、Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS クラス
ターからインスタンスレベルのメトリクスを収集するための AWS Distro for OpenTelemetry を手動でデプ
ロイします。

ステップ 1: 必要なロールとポリシー

2 つの IAM ロールが必要です。まだ存在しない場合は、作成する必要があります。これらのロールの詳細
については、「IAM ポリシーの作成」および「IAM ロールの作成」を参照してください。

ステップ 2: タスク定義を作成する

タスク定義を作成し、それを使用して AWS Distro for OpenTelemetry をデーモンサービスとして起動しま
す。

タスク定義テンプレートを使用してタスク定義を作成するには、「AWS OTel Collector を使用して EC2 
インスタンスの ECS EC2 タスク定義を作成する」の手順に従います。

Amazon ECS コンソールを使用してタスク定義を作成するには、「Amazon ECS の EC2 インスタンスメ
トリクス用に、AWS コンソールでタスク定義を作成して AWS OTel Collector をインストールする」の手
順に従います。

ステップ 3: デーモンサービスを起動する

AWS Distro for OpenTelemetry をデーモンサービスとして起動するには、「デーモンサービスを使用して 
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) でタスクを実行する」の手順に従います。

(オプション) 詳細設定

オプションで、SSM を使用して、Amazon EC2 インスタンスでホストされている Amazon ECS クラス
ター内の AWS Distro for OpenTelemetry の他の設定オプションを指定できます。設定ファイルの作成につ
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いての詳細は、「OpenTelemetry のカスタム設定」を参照してください。設定ファイルで使用できるオプ
ションの詳細については、「AWS Container Insights Receiver」を参照してください。

FireLens のログ送信先を CloudWatch Logs に設定する

Amazon ECS 用の FireLens では、タスク定義パラメータを使用して、ログのストレージと分析のために 
Amazon CloudWatch Logs にログをルーティングできます。FireLens は Fluent Bit および Fluentd で動作
します。提供されている AWS for Fluent Bit イメージを使用することも、独自の Fluent Bit または Fluentd 
イメージを使用することもできます。FireLens 設定を使用した Amazon ECS タスク定義の作成は、AWS 
SDK、AWS CLI、および AWS Management Console でサポートされています。CloudWatch の詳細につ
いては、「CloudWatch Logs とは」を参照してください。

Amazon ECS に FireLens を使用する場合、重要な考慮事項があります。詳細については、「考慮事項」
をご参照ください。

Fluent Bit イメージ用の AWS を見つけるには、「Fluent Bit イメージのために AWS を使用する」をご参
照ください。

FireLens 設定を使用するタスク定義を作成するには、「FireLens 設定を使用するタスク定義の作成」をご
参照ください。

例

次のタスク定義の例は、CloudWatch Logs ロググループにログを転送するログ設定を指定する方法を示し
ています。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Logs と
は」を参照してください。

ログ設定オプションで、ロググループ名とロググループが存在するリージョンを指定します。Fluent Bit で
自動的にロググループを作成するには、"auto_create_group":"true" を指定します。フィルタリン
グに役立つログストリームプレフィックスとしてタスク ID を指定することもできます。詳細については、
「CloudWatch Logs 用の Fluent Bit プラグイン」を参照してください。

{ 
 "family": "firelens-example-cloudwatch", 
 "taskRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ecs_task_iam_role", 
 "containerDefinitions": [ 
  { 
   "essential": true, 
   "image": "906394416424.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/aws-for-fluent-bit:latest", 
   "name": "log_router", 
   "firelensConfiguration": { 
    "type": "fluentbit" 
   }, 
   "logConfiguration": { 
    "logDriver": "awslogs", 
    "options": { 
     "awslogs-group": "firelens-container", 
     "awslogs-region": "us-west-2", 
     "awslogs-create-group": "true", 
     "awslogs-stream-prefix": "firelens" 
    } 
   }, 
   "memoryReservation": 50
   }, 
   { 
    "essential": true, 
    "image": "nginx", 
    "name": "app", 
    "logConfiguration": { 
     "logDriver":"awsfirelens", 
     "options": { 
     "Name": "cloudwatch", 
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     "region": "us-west-2", 
     "log_key": "log", 
                                 "log_group_name": "/aws/ecs/containerinsights/
$(ecs_cluster)/application", 
     "auto_create_group": "true", 
     "log_stream_name": "$(ecs_task_id)" 
    } 
   }, 
   "memoryReservation": 100
  } 
 ]
}

Amazon EKS と Kubernetes での Container Insights のセット
アップ
Amazon EKS または Kubernetes で Container Insights をセットアップするための全体的なプロセスを次に
示します。

1. 必要な前提条件を満たしていることを確認します。
2. CloudWatch エージェントまたは AWS Distro for OpenTelemetry をクラスター上の DaemonSet として

セットアップして、メトリクスを CloudWatch に送信します。

Fluent Bit または Fluentd をセットアップしてログを CloudWatch Logs に送信します。

CloudWatch エージェントを使用している場合、これらのステップは、クイックスタートセットアップ
の一部として一度に実行することも、個別に行うこともできます。

3. (オプション) Amazon EKS コントロールプレーンのログ記録の設定
4. (オプション) クラスターで StatsD メトリクスを CloudWatch に送信するように StatsD エンドポイント

として CloudWatch エージェントをセットアップします。
5. (オプション) App Mesh Envoy アクセスログを有効にします。

トピック
• 前提条件を確認する (p. 485)
• CloudWatch エージェントの使用 (p. 487)
• AWS Distro for OpenTelemetry の使用 (p. 493)
• CloudWatch Logs にログを送信する (p. 494)
• Amazon EKS および Kubernetes での Container Insights の更新または削除 (p. 508)

前提条件を確認する

Amazon EKS または Kubernetes で Container Insights をインストールする前に、以下を確認してくださ
い。これらの前提条件は、CloudWatch エージェントまたは AWS Distro for OpenTelemetry を使用して 
Amazon EKS クラスターに Container Insights をセットアップする場合に適用されます。

• Amazon EKS および Kubernetes に Container Insights がサポートされているいずれかのリージョンに、
ノードがアタッチされて機能している Amazon EKS または Kubernetes クラスターがある。サポート
されているリージョンのリストについては、「Container Insights の使用 (p. 469)」を参照してくださ
い。

• kubectl がインストールされ、実行されている。詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの
「kubectl のインストール」を参照してください。

• Amazon EKS を使用する代わりに、AWS で実行されている Kubernetes を使用している場合は、以下の
前提条件も必要になります。
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• Kubernetes クラスターで、ロールベースのアクセス制御 (RBAC) が有効になっている。詳細について
は、Kubernetes Reference の RBAC 認証の使用を参照してください。

• kubelet で Webhook 認証モードが有効になっている。詳細については、Kubernetes Reference の
Kubelet の認証/認可を参照してください。

• コンテナランタイムが Docker になっている。

また、Amazon EKS ワーカーノードが CloudWatch にメトリクスとログを送信できるようにするに
は、IAM にもアクセス許可を付与する必要があります。次の 2 通りの方法があります。

• ワーカーノードの IAM ロールにポリシーをアタッチします。これは、Amazon EKS クラスターと他の 
Kubernetes クラスターの両方に有効です。

• クラスターでサービスアカウントの IAM ロールを使用し、このロールにポリシーをアタッチします。こ
れは Amazon EKS クラスターでのみ機能します。

最初のオプションはノード全体へのアクセス許可を CloudWatch に付与しますが、サービスアカウントの 
IAM ロールを使用した場合は、該当する daemonset ポッドへのアクセス権のみを CloudWatch に付与しま
す。

ワーカーノードの IAM ロールにポリシーをアタッチする

ワーカーノードの IAM ロールにポリシーをアタッチするには、次の手順に従います。これは、Amazon 
EKS クラスターと、Amazon EKS 外の Kubernetes クラスターの両方で機能します。

ワーカーノードの IAM ロールに必要なポリシーをアタッチするには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ワーカーノードのインスタンスの 1 つを選択し、説明で IAM ロールを選択します。
3. IAM ロールページで、[Attach policies (ポリシーをアタッチします)] を選択します。
4. ポリシーのリストで、[CloudWatchAgentServerPolicy] の横にあるチェックボックスを選択します。必

要に応じて、検索ボックスを使用してポリシーを見つけます。
5. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

Amazon EKS 外で Kubernetes クラスターを実行している場合、まだワーカーノードにアタッチされた 
IAM ロールがない可能性があります。アタッチしていない場合は、最初に IAM ロールをインスタンスに
アタッチし、前の手順で説明しているようにポリシーを追加する必要があります。インスタンスにロール
をアタッチする方法の詳細については、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「IAM 
ロールをインスタンスにアタッチする」を参照してください。

Amazon EKS 外で Kubernetes クラスターを実行しており、メトリクスで EBS ボリューム ID を収集する
場合は、インスタンスにアタッチされた IAM ロールに別のポリシーを追加する必要があります。以下をイ
ンラインポリシーとして追加します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ID アクセス許可の追
加と削除」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVolumes" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
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}

IAM サービスアカウントのロールを使用する

この方法は Amazon EKS クラスターでのみ機能します。

IAM サービスアカウントロールを使用して CloudWatch にアクセス許可を付与するには

1. クラスターでサービスアカウントの IAM ロールを有効にします (まだ有効にしていない場合)。詳細に
ついては、「クラスターでサービスアカウントの IAM ロールを有効にする」を参照してください。

2. まだ設定していない場合は、サービスアカウントが IAM ロールを使用するように設定します。詳細に
ついては、「IAM ロールを引き受けるための Kubernetes サービスアカウントの設定」を参照してく
ださい。

ロールの作成時に、ロール用に作成するポリシーに加えて、CloudWatchAgentServerPolicy IAM ポリ
シーをロールにアタッチします。

3. IAM ロールをクラスターのサービスアカウントに関連付けます (まだ関連付けていない場合)。詳細に
ついては、「IAM ロールを引き受けるための Kubernetes サービスアカウントの設定」を参照してく
ださい。

CloudWatch エージェントの使用

これらのセクションに記載されている手順を実施して、CloudWatch エージェントを使用して Amazon 
EKS クラスターに Container Insights をセットアップします。

トピック
• Amazon EKS および Kubernetes の Container Insights のクイックスタートセットアップ (p. 487)
• クラスターメトリクスを収集するよう CloudWatch エージェントをセットアップする (p. 490)

Amazon EKS および Kubernetes の Container Insights のクイックスタートセットアップ

Container Insights のセットアップを完了するには、このセクションのクイックスタート手順に従います。

Important

このセクションに記載されている手順を完了する前に、IAM アクセス許可を含む前提条件を
確認しておく必要があります。詳細については、「」を参照してください前提条件を確認す
る (p. 485)

または、代わりに「クラスターメトリクスを収集するよう CloudWatch エージェントをセットアップす
る (p. 490)」および「CloudWatch Logs にログを送信する (p. 494)」の 2 つのセクションの手順に従う
ことができます。これらのセクションでは、CloudWatch エージェントがどのように Amazon EKS および 
Kubernetes と動作するかについてより詳しく説明されていますが、追加のインストール手順を実行する必
要があります。

Note

Amazon は、Container Insights のデフォルトのログソリューションとして Fluent Bit の提供を開
始しました。これにより、パフォーマンスの大幅な向上が見込めます。Fluentd の代わりに Fluent 
Bit を使用することをお勧めします。

CloudWatch エージェントと Fluent Bit を使用したクイックスタート

Fluent Bit については、最適化されたバージョンと Fluentd に似た使用感を提供するバージョンの 2 つの
設定があります。クイックスタート設定では、最適化されたバージョンが使用されます。Fluentd 互換の
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設定の詳細については、「CloudWatch Logs へログを送信する DaemonSet として Fluent Bit を設定す
る (p. 495)」を参照してください。

クイックスタートを使用して Container Insights をデプロイするには、次のコマンドを入力します。

Note

次の設定ステップでは、デフォルトで匿名ユーザーとして Docker Hub からコンテナイメージを
プルします。このプルは、レート制限の対象となる場合があります。詳細については、「」を参
照してくださいCloudWatch エージェントコンテナイメージ (p. 470)

ClusterName=<my-cluster-name>
RegionName=<my-cluster-region>
FluentBitHttpPort='2020'
FluentBitReadFromHead='Off'
[[ ${FluentBitReadFromHead} = 'On' ]] && FluentBitReadFromTail='Off'|| 
 FluentBitReadFromTail='On'
[[ -z ${FluentBitHttpPort} ]] && FluentBitHttpServer='Off' || FluentBitHttpServer='On'
curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-
mode/daemonset/container-insights-monitoring/quickstart/cwagent-fluent-
bit-quickstart.yaml | sed 's/{{cluster_name}}/'${ClusterName}'/;s/
{{region_name}}/'${RegionName}'/;s/{{http_server_toggle}}/"'${FluentBitHttpServer}'"/;s/
{{http_server_port}}/"'${FluentBitHttpPort}'"/;s/
{{read_from_head}}/"'${FluentBitReadFromHead}'"/;s/
{{read_from_tail}}/"'${FluentBitReadFromTail}'"/' | kubectl apply -f - 

このコマンドでは、my-cluster-name は Amazon EKS または Kubernetes クラスターの名前で、my-
cluster-region はログが発行されるリージョンの名前です。AWS アウトバウンドデータ転送コストを
削減するために、クラスターがデプロイされているのと同じリージョンを使用することをお勧めします。

例えば、MyCluster という名前のクラスターに Container Insights をデプロイし、ログとメトリクスを米
国西部 (オレゴン) に発行するには、次のコマンドを入力します。

ClusterName='MyCluster'
LogRegion='us-west-2'
FluentBitHttpPort='2020'
FluentBitReadFromHead='Off'
[[ ${FluentBitReadFromHead} = 'On' ]] && FluentBitReadFromTail='Off'|| 
 FluentBitReadFromTail='On'
[[ -z ${FluentBitHttpPort} ]] && FluentBitHttpServer='Off' || FluentBitHttpServer='On'
curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-
mode/daemonset/container-insights-monitoring/quickstart/cwagent-fluent-
bit-quickstart.yaml | sed 's/{{cluster_name}}/'${ClusterName}'/;s/
{{region_name}}/'${LogRegion}'/;s/{{http_server_toggle}}/"'${FluentBitHttpServer}'"/;s/
{{http_server_port}}/"'${FluentBitHttpPort}'"/;s/
{{read_from_head}}/"'${FluentBitReadFromHead}'"/;s/
{{read_from_tail}}/"'${FluentBitReadFromTail}'"/' | kubectl apply -f - 

Fluentd からの移行

既に Fluentd が設定されており、Fluent Bit に移行する場合は、Fluent Bit をインストールした後で Fluentd 
ポッドを削除する必要があります。次のコマンドを使用して Fluentd を削除します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/container-insights-
monitoring/fluentd/fluentd.yaml | kubectl delete -f -
kubectl delete configmap cluster-info -n amazon-cloudwatch
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Container Insights の使用

クイックスタートセットアップの使用後に Container Insights を削除する場合は、次のコマンドを入力しま
す。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-
mode/daemonset/container-insights-monitoring/quickstart/cwagent-fluent-
bit-quickstart.yaml | sed 's/{{cluster_name}}/'${ClusterName}'/;s/
{{region_name}}/'${LogRegion}'/;s/{{http_server_toggle}}/"'${FluentBitHttpServer}'"/;s/
{{http_server_port}}/"'${FluentBitHttpPort}'"/;s/
{{read_from_head}}/"'${FluentBitReadFromHead}'"/;s/
{{read_from_tail}}/"'${FluentBitReadFromTail}'"/' | kubectl delete -f -

CloudWatch エージェントと Fluentd を使用したクイックスタート

既に Kubernetes クラスターで Fluentd を使用していて、Container Insights のログソリューションとして
拡張したい場合に備えて、Fluentd 設定が提供されています。

Warning

Container Insights の Fluentd のサポートは現在メンテナンスモードになっています。つ
まり、AWS はこれ以上 Fluentd の更新を提供せず、近い将来に廃止する予定です。さら
に、Container Insights の現在の Fluentd 構成は、最新の改善およびセキュリティパッチがな
い古いバージョンの Fluentd Image fluent/fluentd-kubernetes-daemonset:v1.7.3-
debian-cloudwatch-1.0 を使用しています。オープンソースコミュニティでサポートされて
いる最新の Fluentd イメージについては、「fluentd-kubernetes-daemonset」を参照してくださ
い。
可能な限り Container Insights で FluentBit を使用するように移行することを強くお勧めしま
す。Container Insights のログフォワーダとして FluentBit を使用すると、パフォーマンスが大幅
に向上します。
詳細については、CloudWatch Logs へログを送信する DaemonSet として Fluent Bit を設定す
る (p. 495) および  Fluentd を既に使用している場合の違い (p. 495) を参照してください。

クイックスタートを使用して CloudWatch エージェントと Fluentd をデプロイするには、次のコマンドを
使用します。以下の設定には、コミュニティでサポートされている Fluentd コンテナイメージが含まれて
います。Fluentd イメージの要件を満たしている限り、イメージを独自の Fluentd イメージに置き換えるこ
とができます。詳細については、「」を参照してください(オプション) CloudWatch Logs へログを送信す
る DaemonSet として Fluentd を設定する (p. 500)

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/container-insights-
monitoring/quickstart/cwagent-fluentd-quickstart.yaml | sed "s/{{cluster_name}}/cluster-
name/;s/{{region_name}}/cluster-region/" | kubectl apply -f -

このコマンドでは、cluster_name は Amazon EKS または Kubernetes クラスターの名前で、cluster-
region はログが発行されるリージョンの名前です。AWS アウトバウンドデータ転送コストを削減するた
めに、クラスターがデプロイされているのと同じリージョンを使用することをお勧めします。

例えば、MyCluster という名前のクラスターに Container Insights をデプロイし、ログとメトリクスを米
国西部 (オレゴン) に発行するには、次のコマンドを入力します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/container-insights-
monitoring/quickstart/cwagent-fluentd-quickstart.yaml | sed "s/{{cluster_name}}/
MyCluster/;s/{{region_name}}/us-west-2/" | kubectl apply -f -

Container Insights の使用
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クイックスタートセットアップの使用後に Container Insights を削除する場合は、次のコマンドを入力しま
す。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/container-insights-
monitoring/quickstart/cwagent-fluentd-quickstart.yaml | sed "s/{{cluster_name}}/cluster-
name/;s/{{region_name}}/cluster-region/" | kubectl delete -f -

クラスターメトリクスを収集するよう CloudWatch エージェントをセットアップする

Container Insights をセットアップしてメトリクスを収集するには、「Amazon EKS および Kubernetes の 
Container Insights のクイックスタートセットアップ (p. 487)」の手順に従うか、このセクションの手順
に従います。以下のステップでは、クラスターからメトリクスを収集できるよう CloudWatch エージェン
トをセットアップします。

ステップ 1: CloudWatch の名前空間を作成する

CloudWatch に対して amazon-cloudwatch という Kubernetes 名前空間を作成するには、次のステップ
を使用します。すでにこの名前空間を作成している場合は、以下のステップをスキップできます。

CloudWatch の名前空間を作成するには

• 以下のコマンドを入力します。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/
container-insights-monitoring/cloudwatch-namespace.yaml

ステップ 2: クラスターのサービスアカウントを作成する

次のステップを使用して、CloudWatch エージェントのサービスアカウントを作成します (作成済みでない
場合)。

CloudWatch エージェントのサービスアカウントを作成するには

• 以下のコマンドを入力します。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/
container-insights-monitoring/cwagent/cwagent-serviceaccount.yaml

前のステップに従っていないが、使用する CloudWatch エージェントのサービスアカウントが既にある場
合は、そのアカウントに次のルールがあることを確認する必要があります。さらに、Container Insights の
インストールの残りの手順では、cloudwatch-agent の代わりにそのサービスアカウントの名前を使用
する必要があります。

rules: 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["pods", "nodes", "endpoints"] 
    verbs: ["watch", "list"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["nodes/proxy"] 
    verbs: ["get"] 
  - apiGroups: [""] 
    resources: ["nodes/stats", "configmaps", “events”] 
    verbs: ["create"] 
  - apiGroups: [""] 
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    resources: ["configmaps"] 
    resourceNames: ["cwagent-clusterleader"] 
    verbs: ["get", "update"] 
  - nonResourceURLs: ["/metrics"] 
    verbs: ["get"]

ステップ 3: CloudWatch エージェント用の ConfigMap を作成する

CloudWatch エージェント用の ConfigMap を作成するには、次のステップを使用します。

CloudWatch エージェント用の ConfigMap を作成するには

1. 以下のコマンドを実行して、ConfigMap YAML を kubectl クライアントホストにダウンロードしま
す。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/container-
insights-monitoring/cwagent/cwagent-configmap.yaml

2. ダウンロードした YAML ファイルを次のように編集します。

• cluster_name – kubernetes セクションで、{{cluster-name}} をクラスターの名前と置
き換えます。{{}} 文字を削除します。または、Amazon EKS クラスターを使用している場
合、"cluster_name" フィールドと値を削除できます。そうした場合、CloudWatch エージェント
は Amazon EC2 タグからクラスター名を検出します。

3. (オプション) モニターリング要件に基づいて、次のように ConfigMap をさらに変更します。

• metrics_collection_interval – kubernetes セクションで、エージェントがメトリクスを収集する頻
度を指定できます。デフォルト値は 60 秒です。kubelet でのデフォルトの cadvisor 収集間隔は 15 
秒であるため、この値を 15 秒未満に設定しないでください。

• endpoint_override – logs セクションで、デフォルトのエンドポイントを上書きする場合
は、CloudWatch Logs エンドポイントを指定できます。VPC のクラスターからデータを発行し、
データの送信先を VPC エンドポイントとする場合は、この操作を行うことをお勧めします。

• force_flush_interval – logs セクションで、CloudWatch Logs に発行される前にバッチ処理のログイ
ベントのインターバルを指定できます。デフォルト値は 5 秒です。

• region – デフォルトでは、エージェントはワーカーノードがあるリージョンにメトリクスを発行
します。これを無効にするには、region セクションに agent フィールドを追加できます。例:
"region":"us-west-2"。

• statsd セクション – クラスターの各ワーカーノードで StatsD リスナーとして CloudWatch Logs 
エージェントを実行する場合は、次の例のように statsd セクションに metrics セクションを追
加できます。このセクションの他の StatsD オプションについては、「StatsD を使用してカスタム
メトリクスを取得する  (p. 954)」を参照してください。

"metrics": { 
  "metrics_collected": { 
    "statsd": { 
      "service_address":":8125" 
    } 
  }
}

JSON セクションの完全な例を次に示します。

{ 
    "agent": { 
        "region": "us-east-1" 
    }, 
    "logs": { 
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        "metrics_collected": { 
            "kubernetes": { 
                "cluster_name": "MyCluster", 
                "metrics_collection_interval": 60 
            } 
        }, 
        "force_flush_interval": 5, 
        "endpoint_override": "logs.us-east-1.amazonaws.com" 
    }, 
    "metrics": { 
        "metrics_collected": { 
            "statsd": { 
                "service_address": ":8125" 
            } 
        } 
    }
}

4. 次のコマンドを実行して、クラスターに ConfigMap を作成します。

kubectl apply -f cwagent-configmap.yaml

ステップ 4: CloudWatch エージェントを DaemonSet としてデプロイする

CloudWatch エージェントのインストールを完了してコンテナメトリクスの収集を開始するには、次のス
テップを使用します。

CloudWatch エージェントを DaemonSet としてデプロイするには

1. • クラスターで StatsD を使用しない場合は、次のコマンドを入力します。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/
daemonset/container-insights-monitoring/cwagent/cwagent-daemonset.yaml

• StatsD を使用する場合は、以下の手順に従います。

a. 次のコマンドを実行して、kubectl クライアントに DaemonSet YAML をダウンロードしま
す。

curl -O  https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/
daemonset/container-insights-monitoring/cwagent/cwagent-daemonset.yaml

b. 次のように、port ファイルの cwagent-daemonset.yaml セクションのコメントを解除し
ます。

ports: 
  - containerPort: 8125 
    hostPort: 8125 
    protocol: UDP

c. 次のコマンドを実行して、クラスターに CloudWatch エージェントをデプロイします。

kubectl apply -f cwagent-daemonset.yaml

2. 次のコマンドを実行して、エージェントがデプロイされたことを確認します。

kubectl get pods -n amazon-cloudwatch
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操作を完了すると、CloudWatch エージェントは /aws/containerinsights/Cluster_Name/
performance という名前のロググループを作成し、このロググループにパフォーマンスログイベントを
送信します。また、このエージェントを StatsD リスナーとしてもセットアップする場合、エージェントは
アプリケーションポッドがスケジュールされたノードの IP アドレスを使用して、ポート 8125 で StatsD 
メトリクスをリッスンします。

トラブルシューティング

エージェントが正しくデプロイされない場合は、次の操作を試してください。

• 次のコマンドを実行して、ポッドのリストを取得します。

kubectl get pods -n amazon-cloudwatch

• 次のコマンドを実行して、出力の下部にあるイベントを確認します。

kubectl describe pod pod-name -n amazon-cloudwatch

• 次のコマンドを実行して、ログを確認します。

kubectl logs pod-name  -n amazon-cloudwatch

AWS Distro for OpenTelemetry の使用

AWS Distro for OpenTelemetry コレクターを使用して、Amazon EKS クラスターからメトリクスを収集
するように Container Insights を設定できます。AWS Distro for OpenTelemetry の詳細については、AWS 
Distro for OpenTelemetry を参照してください。

Container Insights の設定方法は、クラスターが Amazon EC2 インスタンスでホストされているか、また
は AWS Fargate (Fargate) でホストされているかによって異なります。

Amazon EC2 でホストされている Amazon EKS クラスター

まだ行っていない場合は、必要な IAM ロールを含む前提条件を満たしていることを確認してください。詳
細については、「前提条件を確認する (p. 485)」を参照してください。

Amazon は、Amazon EC2 で Amazon Elastic Kubernetes Service のモニターリングを設定するため
に使用できる Helm チャートを提供します。このモニターリングでは、メトリクスに AWS Distro for 
OpenTelemetry(ADOT) Collector を使用し、ログに Fluent Bit を使用します。したがって、Helm チャー
トは Amazon EC2 で Amazon EKS を使用し、CloudWatch Container Insights に送信するメトリクスと
ログを収集したいお客様にとって有用です。この Helm チャートの詳細については、「ADOT Helm chart 
for EKS on EC2 metrics and logs to Amazon CloudWatch Container Insights」(EKS on EC2 メトリクスと 
Amazon CloudWatch Container Insights へのログに関する ADOT Helm チャート) を参照してください。

または、このセクションの残りの手順を使用することもできます。

まず、次のコマンドを入力して、AWS Distro for OpenTelemetry コレクターを DaemonSet としてデプロ
イします。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-otel-collector/main/
deployment-template/eks/otel-container-insights-infra.yaml |
kubectl apply -f -

コレクターが実行中であることを確認するには、次のコマンドを使用します。

kubectl get pods -l name=aws-otel-eks-ci -n aws-otel-eks
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このコマンドの出力に Running 状態の複数のポッドが含まれている場合、コレクターは実行中であり、
クラスターからメトリクスを収集しています。コレクターは aws/containerinsights/cluster-
name/performance という名前のロググループを作成し、パフォーマンスログイベントを送信します。

CloudWatch で Container Insights メトリクスを表示する方法については、Container Insights メトリクス
の表示 (p. 509) を参照してください。

AWS は、このシナリオの GitHub に関するドキュメントも提供しています。Container Insights によって
公開されるメトリクスとログをカスタマイズする場合は、https://aws-otel.github.io/docs/getting-started/ 
container-insights/eks-infra を参照してください。

Fargate でホストされている Amazon EKS クラスター

ADOT Collector を設定およびデプロイして、Fargate 上の Amazon EKS クラスターにデプロイされた
ワークロードからシステムメトリクスを収集し、CloudWatch Container Insights に送信する方法について
は、AWS Distro for OpenTelemetry ドキュメントの「Container Insights EKS Fargate」を参照してくださ
い。

CloudWatch Logs にログを送信する

コンテナから Amazon CloudWatch Logs にログを送信するには、Fluent Bit または Fluentd を使用しま
す。詳細については、「Fluent Bit」および「Fluentd」をご参照ください。

Fluentd をまだ使用していない場合は、次の理由により Fluent Bit を使用することをお勧めします。

• Fluent Bit はリソースフットプリントが小さく、Fluentd よりもメモリと CPU 使用率でリソース
効率が高くなります。より詳細な比較については、「Fluent Bit と Fluentd のパフォーマンスの比
較 (p. 494)」を参照してください。

• Fluent Bit イメージは、 によって開発され、維持されていますAWS これにより、AWS が新しい Fluent 
Bit イメージ機能を採用し、問題に迅速に対応することが可能になります。

トピック
• Fluent Bit と Fluentd のパフォーマンスの比較 (p. 494)
• CloudWatch Logs へログを送信する DaemonSet として Fluent Bit を設定する (p. 495)
• (オプション) CloudWatch Logs へログを送信する DaemonSet として Fluentd を設定する (p. 500)
• (オプション) Amazon EKS コントロールプレーンのログ記録の設定 (p. 505)
• (オプション) App Mesh Envoy アクセスログを有効にする (p. 505)
• (オプション) 大規模なクラスターで Use_Kubelet 機能を有効にします。 (p. 505)

Fluent Bit と Fluentd のパフォーマンスの比較

次の表では、メモリと CPU の使用率について、Fluent Bit が Fluentd よりも優れたパフォーマンスを発揮
することが示されています。以下の数字は参考のためであり、環境によって異なる場合があります。

ログ/秒 Fluentd の CPU 使用率 Fluentd 互換設定での 
Fluent Bit の CPU 使用
率

最適化された設定での 
Fluent Bit の CPU 使用
率

100 0.35 vCPU 0.02 vCPU 0.02 vCPU

1,000 0.32 vCPU 0.14 vCPU 0.11 vCPU

5,000 0.85 vCPU 0.48 vCPU 0.30 vCPU

10,000 0.94 vCPU 0.60 vCPU 0.39 vCPU
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ログ/秒 Fluentd のメモリ使用量 Fluentd 互換設定での 
Fluent Bit のメモリ使用
量

最適化された設定での 
Fluent Bit のメモリ使用
量

100 153 MB 46 MB 37 MB

1,000 270 MB 45 MB 40 MB

5,000 320 MB 55 MB 45 MB

10,000 375 MB 92 MB 75 MB

CloudWatch Logs へログを送信する DaemonSet として Fluent Bit を設定する

以下のセクションでは、Fluent Bit をデプロイして、コンテナから CloudWatch Logs にログを送信する方
法について説明します。

トピック
• Fluentd を既に使用している場合の違い (p. 495)
• Fluent Bit の設定 (p. 496)
• 複数行のログのサポート (p. 498)
• (オプション) Fluent Bit からのログボリュームの縮小 (p. 499)
• トラブルシューティング (p. 499)
• ダッシュボード (p. 500)

Fluentd を既に使用している場合の違い

既に Fluentd を使用してコンテナから CloudWatch Logs にログを送信している場合は、このセクションを
読んで Fluentd と Fluent Bit の違いを確認してください。Container Insights で Fluentd をまだ使用してい
ない場合は、 Fluent Bit の設定 (p. 496) に進むことができます。

Fluent Bit では、次の 2 つのデフォルト設定を提供しています。

• Fluent Bit 最適化設定 – Fluent Bit のベストプラクティスと整合する設定。
• Fluentd 互換設定 – 可能な限り Fluentd の動作に整合的なものとされた設定。

以下のリストでは、Fluentd と各 Fluent Bit の設定の違いが詳細に示されています。

• ログストリーム名の違い – Fluent Bit 最適化設定を使用する場合、ログストリーム名は異なります。

[/aws/containerinsights/Cluster_Name/application]
• Fluent Bit 最適化設定は、ログを kubernetes-nodeName-
application.var.log.containers.kubernetes-podName_kubernetes-
namespace_kubernetes-container-name-kubernetes-containerID に送信します

• Fluentd は、ログを kubernetes-podName_kubernetes-namespace_kubernetes-
containerName_kubernetes-containerID に送信します

[/aws/containerinsights/Cluster_Name/host]
• Fluent Bit 最適化設定は、ログを kubernetes-nodeName.host-log-file に送信します
• Fluentd は、ログを host-log-file-Kubernetes-NodePrivateIp に送信します

[/aws/containerinsights/Cluster_Name/dataplane]
• Fluent Bit 最適化設定は、ログを kubernetes-nodeName.dataplaneServiceLog に送信します
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• Fluentd は、ログを dataplaneServiceLog-Kubernetes-nodeName に送信します
• Container Insights によって書き込まれる kube-proxy および aws-node のログファイルは、異

なる場所にあります。Fluentd 設定の場合、これらのファイルは /aws/containerinsights/
Cluster_Name/application に置かれます。Fluent Bit 最適化設定では、これらのファイルは /aws/
containerinsights/Cluster_Name/dataplane に置かれます。

• pod_name や namespace_name などのメタデータのほとんどは Fluent Bit と Fluentd で同じですが、
以下の点が異なります。
• Fluent Bit 最適化設定では docker_id を使用し、Fluentd では Docker.container_id を使用しま

す。
• いずれの Fluent Bit 設定も、次のメタデータを使用しません。これらは Fluentd にのみ存在します:
container_image_id、master_url、namespace_id、および namespace_labels。

Fluent Bit の設定

コンテナからログを収集するように Fluent Bit を設定するには、「Amazon EKS および Kubernetes の 
Container Insights のクイックスタートセットアップ (p. 487)」のステップを実行するか、このセクショ
ンのステップを実行します。

どちらの方法でも、クラスターノードにアタッチされた IAM ロールに十分なアクセス許可が必要で
す。Amazon EKS クラスターの実行に必要なアクセス許可の詳細については、Amazon EKS ユーザーガイ
ドの「Amazon EKS IAM ポリシー、ロール、アクセス許可」を参照してください。

以下のステップでは、CloudWatch Logs へログを送信する daemonSet として Fluent Bit を設定します。こ
のステップを完了すると、Fluent Bit は、次のロググループを作成します (まだ存在していない場合)。

ロググループ名 ログソース

/aws/containerinsights/Cluster_Name/
application

/var/log/containers のすべてのログファイル

/aws/containerinsights/Cluster_Name/
host

/var/log/dmesg、/var/log/secure、および
/var/log/messages からのログ

/aws/containerinsights/Cluster_Name/
dataplane

/var/log/journal、kubelet.service、
およびkubeproxy.service に対する
docker.service のログ。

Fluent Bit をインストールしてコンテナから CloudWatch Logs にログを送信するには

1. amazon-cloudwatch という名前の名前空間がまだない場合は、次のコマンドを入力して作成しま
す。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/
container-insights-monitoring/cloudwatch-namespace.yaml

2. 次のコマンドを実行して、クラスター名とログを送信するリージョンを持つ cluster-info という
名前の ConfigMap を作成します。cluster-name と cluster-region をクラスターの名前とリー
ジョンに置き換えます。

ClusterName=cluster-name
RegionName=cluster-region
FluentBitHttpPort='2020'
FluentBitReadFromHead='Off'
[[ ${FluentBitReadFromHead} = 'On' ]] && FluentBitReadFromTail='Off'|| 
 FluentBitReadFromTail='On'
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[[ -z ${FluentBitHttpPort} ]] && FluentBitHttpServer='Off' || FluentBitHttpServer='On'
kubectl create configmap fluent-bit-cluster-info \
--from-literal=cluster.name=${ClusterName} \
--from-literal=http.server=${FluentBitHttpServer} \
--from-literal=http.port=${FluentBitHttpPort} \
--from-literal=read.head=${FluentBitReadFromHead} \
--from-literal=read.tail=${FluentBitReadFromTail} \
--from-literal=logs.region=${RegionName} -n amazon-cloudwatch

このコマンドでは、プラグインメトリクスをモニターリングするための FluentBitHttpServer が
デフォルトでオンになっています。無効にするには、コマンドの 3 行目を FluentBitHttpPort=''
(空の文字列) に変更します。

また、デフォルトでは、Fluent Bit はテールからログファイルを読み取り、デプロイ後に新しいログの
みを取得します。逆をご希望の場合は、FluentBitReadFromHead='On' を設定することで、ファ
イルシステム内のすべてのログが収集されます。

3. 次のいずれかのコマンドを実行して、Fluent Bit daemonset をクラスターにダウンロードしてデプロ
イします。
• Fluent Bit 最適化設定が必要な場合は、このコマンドを実行します。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/
daemonset/container-insights-monitoring/fluent-bit/fluent-bit.yaml

• より Fluentd に似ている Fluent Bit の設定が必要な場合は、このコマンドを実行します。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/
daemonset/container-insights-monitoring/fluent-bit/fluent-bit-compatible.yaml

4. 次のコマンドを実行してデプロイを検証します。各ノードには、fluent-bit-* という名前の 1 つのポッ
ドが必要です。

kubectl get pods -n amazon-cloudwatch

上記の手順を実行することにより、クラスターに次のリソースが作成されます。

• Fluent-Bit 名前空間の amazon-cloudwatch という名前のサービスアカウント。このサービス
アカウントは、Fluent Bit daemonSet を実行するために使用されます。詳細については、Kubernetes 
Reference のサービスアカウントの管理を参照してください。

• Fluent-Bit-role 名前空間の amazon-cloudwatch という名前のクラスターロール。このクラス
ターロールは、ポッドログの get、list、watch の各アクセス許可を Fluent-Bit サービスアカウン
トに付与します。詳細については、Kubernetes Reference の API の概要を参照してください。

• Fluent-Bit-config 名前空間の amazon-cloudwatch という名前の ConfigMap。この ConfigMap 
には、Fluent Bit によって使用される設定が含まれています。詳細については、Kubernetes Tasks ド
キュメントの「Configure a Pod to Use a ConfigMap」を参照してください。

Fluent Bit の設定を検証する場合は、次の手順を実行します。

Fluent Bit 設定の検証

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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. Fluent Bit をデプロイしたリージョンにいることを確認してください。
4. リージョン内のロググループのリストを確認します。次のように表示されます。
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• /aws/containerinsights/Cluster_Name/application

• /aws/containerinsights/Cluster_Name/host

• /aws/containerinsights/Cluster_Name/dataplane

5. これらのロググループのいずれかに移動し、ログストリームの [Last Event Time] (最終のイベント時
刻) を確認します。Fluent Bit をデプロイしたときと比べて最近のものである場合は、設定が検証され
ます。

/dataplane ロググループの作成にわずかな遅延が生じることがあります。Fluent Bit がそのロググ
ループのログ送信を開始したときにのみ、これらのロググループが作成されるため、これは正常で
す。

複数行のログのサポート

デフォルトでは、複数行のログエントリスターターは、空白のない任意の文字です。つまり、空白文字の
ない文字で始まるすべてのログ行は、新しい複数行のログエントリと見なされます。

独自のアプリケーションログで異なる複数行のスターターを使用している場合は、Fluent-Bit.yaml
ファイルで 2 つの変更を行うことでそれらのログをサポートできます。

まず、exclude_path の containers セクションの Fluent-Bit.yaml フィールドにログファイルのパ
ス名を追加することで、デフォルトの入力から除外します。次に例を示します。

[INPUT] 
        Name                tail 
        Tag                 application.* 
        Exclude_Path         full_pathname_of_log_file*, full_pathname_of_log_file2* 
        Path                /var/log/containers/*.log

次に、ログファイルのブロックを Fluent-Bit.yaml ファイルに追加します。複数行のスターターとして
タイムスタンプの正規表現を使用する以下の cloudwatch-agent ログ設定例をご参照ください。

application-log.conf: | 
    [INPUT] 
        Name                tail 
        Tag                 application.* 
        Path                /var/log/containers/cloudwatch-agent* 
        Docker_Mode         On 
        Docker_Mode_Flush   5 
        Docker_Mode_Parser  cwagent_firstline 
        Parser              docker 
        DB                  /fluent-bit/state/flb_cwagent.db 
        Mem_Buf_Limit       5MB 
        Skip_Long_Lines     On 
        Refresh_Interval    10 
         
parsers.conf: | 
    [PARSER] 
        Name                cwagent_firstline 
        Format              regex 
        Regex               (?<log>(?<="log":")\d{4}[\/-]\d{1,2}[\/-]\d{1,2}[ T]\d{2}:
\d{2}:\d{2}(?!\.).*?)(?<!\\)".*(?<stream>(?<="stream":").*?)".*(?<time>\d{4}-\d{1,2}-
\d{1,2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\w*).*(?=}) 
        Time_Key            time 
        Time_Format         %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%LZ
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(オプション) Fluent Bit からのログボリュームの縮小

デフォルトでは、Fluent Bit アプリケーションログおよび Kubernetes メタデータを CloudWatch に送信し
ます。CloudWatch に送信されるデータの量を減らす場合は、これらのデータソースが一方または両方の 
CloudWatch に送信されることを停止できます。

Fluent Bit アプリケーションログを停止するには、Fluent-Bit.yaml ファイルから次のセクションを削
除します。

[INPUT] 
        Name                tail 
        Tag                 application.* 
        Path                /var/log/containers/fluent-bit* 
        Parser              docker 
        DB                  /fluent-bit/state/flb_log.db 
        Mem_Buf_Limit       5MB 
        Skip_Long_Lines     On 
        Refresh_Interval    10

CloudWatch に送信されたログイベントに Kubernetes メタデータが追加されないように削除するに
は、application-log.conf ファイルの Fluent-Bit.yaml セクションに以下のフィルターを追加し
ます。

application-log.conf: | 
    [FILTER] 
        Name                nest 
        Match               application.* 
        Operation           lift 
        Nested_under        kubernetes 
        Add_prefix          Kube. 

    [FILTER] 
        Name                modify 
        Match               application.* 
        Remove              Kube.<Metadata_1> 
        Remove              Kube.<Metadata_2> 
        Remove              Kube.<Metadata_3> 
     
    [FILTER] 
        Name                nest 
        Match               application.* 
        Operation           nest 
        Wildcard            Kube.* 
        Nested_under        kubernetes 
        Remove_prefix       Kube.

トラブルシューティング

正しいリージョンで確認しているが、これらのロググループが表示されない場合は、Fluent Bit daemonSet 
ポッドのログでエラーを確認します。

次のコマンドを実行してステータスが Running であることを確認します。

kubectl get pods -n amazon-cloudwatch

IAM アクセス許可に関連するエラーがログにある場合は、クラスターノードにアタッチされた IAM ロー
ルを確認します。Amazon EKS クラスターの実行に必要なアクセス許可の詳細については、Amazon EKS 
ユーザーガイドの「Amazon EKS IAM ポリシー、ロール、アクセス許可」を参照してください。

ポッドのステータスが CreateContainerConfigError である場合は、次のコマンドを実行して正確な
エラーを取得します。
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kubectl describe pod pod_name -n amazon-cloudwatch

ダッシュボード

実行中の各プラグインのメトリクスをモニターリングするダッシュボードを作成できます。入力バイトと
出力バイト、レコード処理レート、出力エラー、およびリトライ/失敗率のデータを表示できます。これら
のメトリクスを表示するには、Amazon EKS と Kubernetes クラスターの Prometheus メトリクスコレク
ションを使用して CloudWatch エージェントをインストールする必要があります。ダッシュボードの設定
方法の詳細については、「Amazon EKS および Kubernetes クラスターに Prometheus メトリクスコレク
ションを使用して CloudWatch エージェントをインストールする (p. 589)」を参照してください。

Note

このダッシュボードを設定する前に、Prometheus メトリクスの Container Insights を設定する必
要があります。詳細については、「」を参照してくださいContainer Insights の Prometheus メト
リクスのモニターリング (p. 548)

Fluent Bit Prometheus メトリクスのダッシュボードを作成するには

1. 環境変数を作成し、次の行の右側の値をデプロイと一致するように置き換えます。

DASHBOARD_NAME=your_cw_dashboard_name
REGION_NAME=your_metric_region_such_as_us-west-1
CLUSTER_NAME=your_kubernetes_cluster_name

2. 次のコマンドを実行して、ダッシュボードを作成します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/sample_cloudwatch_dashboards/fluent-bit/cw_dashboard_fluent_bit.json \
| sed "s/{{YOUR_AWS_REGION}}/${REGION_NAME}/g" \
| sed "s/{{YOUR_CLUSTER_NAME}}/${CLUSTER_NAME}/g" \
| xargs -0 aws cloudwatch put-dashboard --dashboard-name ${DASHBOARD_NAME} --dashboard-
body

(オプション) CloudWatch Logs へログを送信する DaemonSet として Fluentd を設定する
Warning

Container Insights の Fluentd のサポートは現在メンテナンスモードになっています。つ
まり、AWS はこれ以上 Fluentd の更新を提供せず、近い将来に廃止する予定です。さら
に、Container Insights の現在の Fluentd 構成は、最新の改善およびセキュリティパッチがな
い古いバージョンの Fluentd Image fluent/fluentd-kubernetes-daemonset:v1.7.3-
debian-cloudwatch-1.0 を使用しています。オープンソースコミュニティでサポートされて
いる最新の Fluentd イメージについては、「fluentd-kubernetes-daemonset」を参照してくださ
い。
可能な限り Container Insights で FluentBit を使用するように移行することを強くお勧めしま
す。Container Insights のログフォワーダとして FluentBit を使用すると、パフォーマンスが大幅
に向上します。
詳細については、「CloudWatch Logs へログを送信する DaemonSet として Fluent Bit を設定す
る (p. 495)」および「 Fluentd を既に使用している場合の違い (p. 495)」を参照してくださ
い。

コンテナからログを収集するように Fluentd をセットアップするには、「Amazon EKS および Kubernetes 
の Container Insights のクイックスタートセットアップ (p. 487)」のステップに従うか、このセクショ
ンのステップに従います。以下のステップでは、CloudWatch Logs へログを送信する DaemonSet として 
Fluentd を設定します。このステップを完了すると、Fluentd は、まだ存在していない場合は次のロググ
ループを作成します。
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ロググループ名 ログソース

/aws/containerinsights/Cluster_Name/
application

/var/log/containers のすべてのログファイル

/aws/containerinsights/Cluster_Name/
host

/var/log/dmesg、/var/log/secure、および
/var/log/messages からのログ

/aws/containerinsights/Cluster_Name/
dataplane

/var/log/journal、kubelet.service、
およびkubeproxy.service に対する
docker.service のログ。

ステップ 1: CloudWatch の名前空間を作成する

CloudWatch に対して amazon-cloudwatch という Kubernetes 名前空間を作成するには、次のステップ
を使用します。すでにこの名前空間を作成している場合は、以下のステップをスキップできます。

CloudWatch の名前空間を作成するには

• 以下のコマンドを入力します。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/
container-insights-monitoring/cloudwatch-namespace.yaml

ステップ 2: Fluentd をインストールする

Fluentd をダウンロードして、このプロセスを開始します。これらのステップを完了すると、クラスター
で次のリソースが作成されます。

• fluentd 名前空間の amazon-cloudwatch という名前のサービスアカウント。このサービスアカウ
ントは、DaemonSet Fluentd を実行するために使用されます。詳細については、Kubernetes Reference 
のサービスアカウントの管理を参照してください。

• fluentd 名前空間の amazon-cloudwatch という名前のクラスターロール。このクラスターロール
は、ポッドログの get、list、watch の各アクセス許可を fluentd サービスアカウントに付与しま
す。詳細については、Kubernetes Reference の API の概要を参照してください。

• fluentd-config 名前空間の amazon-cloudwatch という名前の ConfigMap。この ConfigMap に
は、Fluentd によって使用される設定が含まれています。詳細については、Kubernetes Tasks ドキュメ
ントの「Configure a Pod to Use a ConfigMap」を参照してください。

Fluentd をインストールするには

1. クラスター名を持つ cluster-info という名前の ConfigMap と、ログの送信先となる AWS リー
ジョンを作成します。次のコマンドを実行し、プレースホルダーをクラスター名とリージョン名で更
新します。

kubectl create configmap cluster-info \
--from-literal=cluster.name=cluster_name \
--from-literal=logs.region=region_name -n amazon-cloudwatch

2. 次のコマンドを実行して、Fluentd DaemonSet をクラスターにダウンロードしてデプロイします。正
しいアーキテクチャでコンテナイメージを使用していることを確認してください。サンプルマニフェ
ストは x86 インスタンスでのみ機能し、クラスターに Advanced RISC Machine (ARM) インスタンス
がある場合に CrashLoopBackOff を入力します。Fluentd daemonSet には、複数の基礎となるイ
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メージに 1 つのタグを使用し、コンテナランタイムが適切なイメージをプルすることを可能にする、
公式のマルチアーキテクチャ Docker イメージはありません。Fluentd ARM イメージでは、arm64 サ
フィックスが付いた別のタグが使用されます。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/
container-insights-monitoring/fluentd/fluentd.yaml

Note

Fluentd 構成を最適化し、Kubernetes API エンドポイントに対する Fluentd API リクエ
ストの影響を最小限に抑えるための最近の変更により、Kubernetes フィルターの「監
視」オプションはデフォルトで無効になっています。詳細については、fluent-plugin-
kubernetes_metadata_filter を参照してください。

3. 次のコマンドを実行してデプロイを検証します。各ノードには、fluentd-cloudwatch-* という名
前の 1 つのノードが必要です。

kubectl get pods -n amazon-cloudwatch

ステップ 3: Fluentd のセットアップを検証する

Fluentd のセットアップを検証するには、次のステップを使用します。

Container Insights の Fluentd セットアップを検証するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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。Fluentd をコンテナにデプロイ

したリージョンを選択していることを確認してください。

リージョンのロググループのリストは、以下のように表示されます。

• /aws/containerinsights/Cluster_Name/application
• /aws/containerinsights/Cluster_Name/host
• /aws/containerinsights/Cluster_Name/dataplane

これらのロググループが表示される場合、Fluentd のセットアップは検証済みです。

複数行のログのサポート

2019 年 8 月 19 日に、Fluentd によって収集されたログの複数行のログサポートを追加しました。

デフォルトでは、複数行のログエントリスターターは、空白のない任意の文字です。つまり、空白文字の
ない文字で始まるすべてのログ行は、新しい複数行のログエントリと見なされます。

独自のアプリケーションログで異なる複数行のスターターを使用している場合は、fluentd.yaml ファイ
ルで 2 つの変更を行うことでそれらのログをサポートできます。

まず、exclude_path の containers セクションの fluentd.yaml フィールドにログファイルのパス
名を追加することで、デフォルトの複数行サポートから除外します。次に例を示します。

<source> 
  @type tail 
  @id in_tail_container_logs 
  @label @containers 
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  path /var/log/containers/*.log 
  exclude_path ["full_pathname_of_log_file*", "full_pathname_of_log_file2*"]

次に、ログファイルのブロックを fluentd.yaml ファイルに追加します。以下の例は、複数行のスター
ターとしてタイムスタンプの正規表現を使用する CloudWatch エージェントのログファイルに使用されま
す。このブロックをコピーして fluentd.yaml に追加できます。示された行を変更して、使用するアプ
リケーションログファイル名と複数行のスターターを反映します。

<source> 
  @type tail 
  @id in_tail_cwagent_logs
  @label @cwagentlogs
  path /var/log/containers/cloudwatch-agent*
  pos_file /var/log/cloudwatch-agent.log.pos
  tag * 
  read_from_head true 
 <parse> 
    @type json 
    time_format %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%NZ 
 </parse>
</source> 

<label @cwagentlogs> 
  <filter **> 
    @type kubernetes_metadata 
    @id filter_kube_metadata_cwagent 
  </filter> 

  <filter **> 
    @type record_transformer 
    @id filter_cwagent_stream_transformer 
    <record> 
      stream_name ${tag_parts[3]} 
    </record> 
 </filter> 

  <filter **> 
    @type concat 
    key log 
    multiline_start_regexp /^\d{4}[-/]\d{1,2}[-/]\d{1,2}/
    separator "" 
    flush_interval 5 
    timeout_label @NORMAL 
 </filter> 

 <match **> 
    @type relabel 
    @label @NORMAL 
 </match>
</label>

(オプション) Fluentd からのログボリュームの縮小

デフォルトでは、Fluentd アプリケーションログおよび Kubernetes メタデータを CloudWatch に送信し
ます。CloudWatch に送信されるデータの量を減らす場合は、これらのデータソースが一方または両方の 
CloudWatch に送信されることを停止できます。

Fluentd アプリケーションログを停止するには、fluentd.yaml ファイルから次のセクションを削除しま
す。
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<source> 
  @type tail 
  @id in_tail_fluentd_logs 
  @label @fluentdlogs 
  path /var/log/containers/fluentd* 
  pos_file /var/log/fluentd.log.pos 
  tag * 
  read_from_head true 
   <parse> 
   @type json 
   time_format %Y-%m-%dT%H:%M:%S.%NZ 
  </parse>
</source>   

<label @fluentdlogs> 
  <filter **> 
    @type kubernetes_metadata 
    @id filter_kube_metadata_fluentd 
  </filter> 

  <filter **> 
    @type record_transformer 
    @id filter_fluentd_stream_transformer 
    <record> 
      stream_name ${tag_parts[3]} 
    </record> 
   </filter> 

   <match **> 
     @type relabel 
     @label @NORMAL 
   </match>
</label>

CloudWatch に送信されたログイベントに Kubernetes メタデータが追加されないように削除するには、
record_transformer ファイルの fluentd.yaml セクションに 1 行を追加します。このメタデータを
削除するログソースに、次の行を追加します。

remove_keys $.kubernetes.pod_id, $.kubernetes.master_url, $.kubernetes.container_image_id, 
 $.kubernetes.namespace_id

例:

<filter **> 
  @type record_transformer 
  @id filter_containers_stream_transformer 
  <record> 
    stream_name ${tag_parts[3]} 
  </record> 
  remove_keys $.kubernetes.pod_id, $.kubernetes.master_url, 
 $.kubernetes.container_image_id, $.kubernetes.namespace_id
</filter>

トラブルシューティング

正しいリージョンで確認しているものの、これらのロググループが表示されない場合は、Fluentd 
DaemonSet ポッドのログでエラーを確認します。

次のコマンドを実行してステータスが Running であることを確認します。
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kubectl get pods -n amazon-cloudwatch

前のコマンドの結果で、ポッドの名前が fluentd-cloudwatch で始まることに注意してください。次の
コマンドでこのポッド名を使用します。

kubectl logs pod_name -n amazon-cloudwatch

ログに IAM アクセス権限に関連するエラーがある場合は、クラスターノードにアタッチされた IAM ロー
ルを確認します。Amazon EKS クラスターの実行に必要なアクセス許可の詳細については、Amazon EKS 
ユーザーガイドの「Amazon EKS IAM ポリシー、ロール、アクセス許可」を参照してください。

ポッドのステータスが CreateContainerConfigError である場合は、次のコマンドを実行して正確な
エラーを取得します。

kubectl describe pod pod_name -n amazon-cloudwatch

pod の状態が CrashLoopBackOff の場合は、Fluentd コンテナイメージのアーキテクチャが Fluentd をイ
ンストールしたときのノードと同じであることを確認します。クラスターに x86 ノードと ARM64 ノード
の両方がある場合は、kubernetes.io/arch ラベルを使用して、イメージを正しいノードに配置できます。詳
細については、kuberntes.io/arch をご参照ください。

(オプション) Amazon EKS コントロールプレーンのログ記録の設定

Amazon EKS を使用している場合は、オプションで Amazon EKS コントロールプレーンのログ記録を有
効にして、Amazon EKS コントロールプレーンから CloudWatch Logs に監査ログと診断ログを直接提供
することができます。詳細については、「Amazon EKS コントロールプレーンのログ記録」を参照してく
ださい。

(オプション) App Mesh Envoy アクセスログを有効にする

App Mesh Envoy アクセスログを CloudWatch Logs に送信するように Container Insights Fluentd を設定で
きます。詳細については、「Logging」(ログ記録) を参照してください。

Envoy アクセスログを CloudWatch Logs に送信するには

1. クラスターで Fluentd を設定します。詳細については、「」を参照してください(オプション) 
CloudWatch Logs へログを送信する DaemonSet として Fluentd を設定する (p. 500)

2. 仮想ノードの Envoy アクセスログを設定します。手順については、「Logging」(ログ記録) を参照し
てください。必ず、ログパスを各仮想ノードで /dev/stdout に設定してください。

完了すると、Envoy アクセスログが /aws/containerinsights/Cluster_Name/application ログ
グループに送信されます。

(オプション) 大規模なクラスターで Use_Kubelet 機能を有効にします。

デフォルトでは、FluentBit Kubernetes プラグインでは Use_Kubelet 機能は無効になっています。この機
能を有効にすると、API サーバーへのトラフィックが減少し、API サーバーがボトルネックになる問題を
軽減できます。大規模なクラスターに対してこの機能を有効にすることをお勧めします。

Use_Kubelet を有効にするには、まずノードとノード/プロキシのアクセス許可を clusterRole 設定に追加
します。

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata: 
  name: fluent-bit-role
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rules: 
  - nonResourceURLs: 
      - /metrics 
    verbs: 
      - get 
  - apiGroups: [""] 
    resources: 
      - namespaces 
      - pods 
      - pods/logs 
      - nodes 
      - nodes/proxy 
    verbs: ["get", "list", "watch"]

DaemonSet 設定では、この機能にはホストネットワークアクセスが必要です。amazon/aws-for-
fluent-bit のイメージバージョンが 2.12.0 以降か、Fluent Bit のイメージバージョンが 1.7.2 以降であ
る必要があります。

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata: 
  name: fluent-bit 
  namespace: amazon-cloudwatch 
  labels: 
    k8s-app: fluent-bit 
    version: v1 
    kubernetes.io/cluster-service: "true"
spec: 
  selector: 
    matchLabels: 
      k8s-app: fluent-bit 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        k8s-app: fluent-bit 
        version: v1 
        kubernetes.io/cluster-service: "true" 
    spec: 
      containers: 
      - name: fluent-bit 
        image: amazon/aws-for-fluent-bit:2.19.0 
        imagePullPolicy: Always 
        env: 
            - name: AWS_REGION 
              valueFrom: 
                configMapKeyRef: 
                  name: fluent-bit-cluster-info 
                  key: logs.region 
            - name: CLUSTER_NAME 
              valueFrom: 
                configMapKeyRef: 
                  name: fluent-bit-cluster-info 
                  key: cluster.name 
            - name: HTTP_SERVER 
              valueFrom: 
                configMapKeyRef: 
                  name: fluent-bit-cluster-info 
                  key: http.server 
            - name: HTTP_PORT 
              valueFrom: 
                configMapKeyRef: 
                  name: fluent-bit-cluster-info 
                  key: http.port 
            - name: READ_FROM_HEAD 
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              valueFrom: 
                configMapKeyRef: 
                  name: fluent-bit-cluster-info 
                  key: read.head 
            - name: READ_FROM_TAIL 
              valueFrom: 
                configMapKeyRef: 
                  name: fluent-bit-cluster-info 
                  key: read.tail 
            - name: HOST_NAME 
              valueFrom: 
                fieldRef: 
                  fieldPath: spec.nodeName 
            - name: HOSTNAME 
              valueFrom: 
                fieldRef: 
                  apiVersion: v1 
                  fieldPath: metadata.name       
            - name: CI_VERSION 
              value: "k8s/1.3.8" 
        resources: 
            limits: 
              memory: 200Mi 
            requests: 
              cpu: 500m 
              memory: 100Mi 
        volumeMounts: 
        # Please don't change below read-only permissions 
        - name: fluentbitstate 
          mountPath: /var/fluent-bit/state 
        - name: varlog 
          mountPath: /var/log 
          readOnly: true 
        - name: varlibdockercontainers 
          mountPath: /var/lib/docker/containers 
          readOnly: true 
        - name: fluent-bit-config 
          mountPath: /fluent-bit/etc/ 
        - name: runlogjournal 
          mountPath: /run/log/journal 
          readOnly: true 
        - name: dmesg 
          mountPath: /var/log/dmesg 
          readOnly: true 
      terminationGracePeriodSeconds: 10 
      hostNetwork: true 
      dnsPolicy: ClusterFirstWithHostNet 
      volumes: 
      - name: fluentbitstate 
        hostPath: 
          path: /var/fluent-bit/state 
      - name: varlog 
        hostPath: 
          path: /var/log 
      - name: varlibdockercontainers 
        hostPath: 
          path: /var/lib/docker/containers 
      - name: fluent-bit-config 
        configMap: 
          name: fluent-bit-config 
      - name: runlogjournal 
        hostPath: 
          path: /run/log/journal 
      - name: dmesg 
        hostPath: 
          path: /var/log/dmesg 
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      serviceAccountName: fluent-bit 
      tolerations: 
      - key: node-role.kubernetes.io/master 
        operator: Exists 
        effect: NoSchedule 
      - operator: "Exists" 
        effect: "NoExecute" 
      - operator: "Exists" 
        effect: "NoSchedule"

Kubernetes プラグインの設定は次のようになります。

[FILTER] 
        Name                kubernetes 
        Match               application.* 
        Kube_URL            https://kubernetes.default.svc:443 
        Kube_Tag_Prefix     application.var.log.containers. 
        Merge_Log           On 
        Merge_Log_Key       log_processed 
        K8S-Logging.Parser  On 
        K8S-Logging.Exclude Off 
        Labels              Off 
        Annotations         Off 
        Use_Kubelet         On 
        Kubelet_Port        10250  
        Buffer_Size         0

Amazon EKS および Kubernetes での Container Insights の更新または削除
これらのセクションのステップを使用して、CloudWatch エージェントコンテナイメージを更新する
か、Container Insights を Amazon EKS または Kubernetes クラスターから削除します。

トピック
• CloudWatch エージェントコンテナイメージの更新 (p. 508)
• Container Insights の CloudWatch エージェントと Fluentd の削除 (p. 509)

CloudWatch エージェントコンテナイメージの更新

コンテナイメージを最新バージョンに更新する必要がある場合は、このセクションの手順を使用します。

コンテナイメージを更新するには

1. 次のコマンドを入力して、最新の cwagent-serviceaccount.yaml ファイルを適用します。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/
container-insights-monitoring/cwagent/cwagent-serviceaccount.yaml

2. このステップは、コンテナ化された CloudWatch エージェントを 2019 年 8 月 20 日にリリースされた 
1.226589.0 より前のバージョンからアップグレードした場合にのみ必要です。

Configmap ファイル cwagentconfig で、キーワード structuredlogs を logs に変更します。

a. まず、次のコマンドを入力して、既存の cwagentconfig を編集モードで開きます。

kubectl edit cm cwagentconfig -n amazon-cloudwatch

ファイルで、キーワード structuredlogs が表示された場合は、logs に変更します。
b. wq と入力してファイルを保存し、編集モードを終了します。
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3. 次のコマンドを入力して、最新の cwagent-daemonset.yaml ファイルを適用します。

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/
container-insights-monitoring/cwagent/cwagent-daemonset.yaml

cwagent-configmap.yaml で設定を変更するたびに、CloudWatch エージェント DaemonSet のローリ
ング更新を実行できます。これを行うには、.spec.template ファイルの cwagent-daemonset.yaml
セクションに変更があることを確認する必要があります。それ以外の場合、Kubernetes は DaemonSet を
変更されていないものとして扱います。一般的な手法として、次の例のように ConfigMap のハッシュ値を
.spec.template.metadata.annotations.configHash に追加します。

yq w -i cwagent-daemonset.yaml spec.template.metadata.annotations.configHash $(kubectl get 
 cm/cwagentconfig -n amazon-cloudwatch -o yaml | sha256sum)

これにより、次の例のようにハッシュ値が cwagent-daemonset.yaml ファイルに追加されます。

spec: 
  selector: 
    matchLabels: 
      name: cloudwatch-agent 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        name: cloudwatch-agent 
      annotations: 
        configHash: 88915de4cf9c3551a8dc74c0137a3e83569d28c71044b0359c2578d2e0461825

続いて、次のコマンドを実行すると、新しい設定が選択されます。

kubectl apply -f cwagent-daemonset.yaml 

yq に関する詳細については、「yq」を参照してください。

Container Insights の CloudWatch エージェントと Fluentd の削除

CloudWatch エージェントおよび Fluentd に関連するすべてのリソースを削除するには、次のコマンドを入
力します。このコマンドでは、Cluster はお使いの Amazon EKS または Kubernetes クラスターの名前
で、Region はログが発行されるリージョンの名前です。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/
container-insights-monitoring/quickstart/cwagent-fluentd-quickstart.yaml | sed "s/
{{cluster_name}}/Cluster_Name/;s/{{region_name}}/Region/" | kubectl delete -f -

Container Insights メトリクスの表示
Container Insights を設定してメトリクスを収集したら、CloudWatch コンソールでそれらのメトリクスを
表示できます。

Container Insights のメトリクスがダッシュボードに表示されるようにするには、Container Insights の
セットアップを完了する必要があります。詳細については、「」を参照してくださいContainer Insights の
設定 (p. 471)

この手順では、収集したログデータから Container Insights が自動的に生成するメトリクスを表示する
方法について説明します。このセクションの残りの部分では、データについてさらに詳しく把握し、 
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CloudWatch Logs Insights を使用して、より詳細なレベルでより多くのメトリクスを表示する方法につい
て説明します。

Container Insights のメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[パフォーマンスのモニターリング] を選択します。
3. 上部近くにあるドロップダウンボックスを使用して、表示するリソースのタイプと特定のリソースを

選択します。

Container Insights が収集する任意のメトリクスに CloudWatch アラームを設定できます。詳細について
は、「 Amazon CloudWatch でのアラームの使用 (p. 180)」を参照してください。

Note

コンテナ化されたアプリケーションをモニターリングするように CloudWatch Application Insights 
を既に設定している場合は、Container Insights ダッシュボードの下に Application Insights ダッ
シュボードが表示されます。Application Insights をまだ有効にしていない場合は、Container 
Insights ダッシュボードのパフォーマンスビューの下の [Auto-configure Application Insights]
(Application Insights の自動設定) を選択して有効にできます。
Application Insights とコンテナ化されたアプリケーションの詳細については、「Amazon ECS お
よび Amazon EKS リソースのモニターリングで Application Insights を有効にする (p. 695)」を
参照してください。

寄与度が上位の要素の表示
Container Insights によるパフォーマンスモニターリングの一部のビューでは、メモリまたは CPU、また
は最近アクティブにされたリソース別に、寄与度が高い要素を表示することもできます。これは、ペー
ジの上部近くにあるドロップダウンボックスで、次のいずれかのダッシュボードを選択すると表示されま
す。

• ECS サービス
• ECS タスク
• EKS 名前空間
• EKS サービス
• EKS ポッド

これらのリソースタイプから 1 つを表示すると、初期状態では CPU 使用率でソートされた表がページの
下部に表示されます。この表は、メモリの使用量または最近のアクティビティでソートするように変更
できます。表内の 1 つの行の詳細を表示するには、その行の横にあるチェックボックスをオンにし、[ア
クション] をクリックします。その後で、開いた [アクション] メニューからオプションの 1 つを選択しま
す。

CloudWatch Logs Insights を使用して Container Insights データ
を表示する
Container Insights は、埋め込みメトリクス形式 (p. 995)を使用して、パフォーマンスログイベントでメ
トリクスを収集します。ログは CloudWatch Logs に保存されます。CloudWatch は、CloudWatch コン
ソールで表示できるログから複数のメトリクスを自動的に生成します。また、CloudWatch Logs Insight ク
エリを使用して収集されるパフォーマンスデータをより深く分析することもできます。

CloudWatch Logs Insights の詳細については、「CloudWatch Logs Insights を使用したログデータの分
析」を参照してください。クエリで使用できるログフィールドの詳細については、「Amazon EKS および 
Kubernetes の Container Insights パフォーマンスログイベント (p. 531)」を参照してください。
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CloudWatch Logs Insights を使用してコンテナメトリクスデータをクエリするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] を選択します。

画面の上部にクエリエディタがあります。CloudWatch Logs Insights を初めて開くと、このボックス
にデフォルトクエリが表示されます。デフォルトでは、最新の 20 件のログイベントが返されます。

3. クエリエディタの上部にあるボックスで、クエリの対象となるいずれかの Container Insights ロググ
ループを選択します。次の例のクエリが機能するためには、ロググループ名が performance で終わる
必要があります。

ロググループを選択すると、CloudWatch Logs Insights はロググループのデータのフィールドを自動
的に検出し、右側のペインの [Discovered fields (検出済みフィールド)] に表示します。また、このロ
ググループのログイベントを時間の経過に従って棒グラフで表示します。この棒グラフは、表に示
されるイベントだけでなく、クエリと時間範囲に一致するロググループ内のイベントの分布を示しま
す。

4. クエリエディタで、デフォルトのクエリを次のクエリで置き換え、[クエリの実行] を選択します。

STATS avg(node_cpu_utilization) as avg_node_cpu_utilization by NodeName
| SORT avg_node_cpu_utilization DESC 

このクエリでは、ノードの平均 CPU 使用率でソートされたノードのリストが表示されます。
5. 別の例を試すには、このクエリを別のクエリに置き換え、[Run query (クエリの実行)] を選択します。

その他のサンプルクエリについては、このページの後半で示します。

STATS avg(number_of_container_restarts) as avg_number_of_container_restarts by PodName
| SORT avg_number_of_container_restarts DESC

このクエリでは、コンテナ再起動の平均数によってソートされたポッドのリストが表示されます。
6. 別のクエリを試す場合は、画面の右にあるリストのインクルードフィールドを選択できます。クエリ

構文の詳細については、「CloudWatch Logs Insights クエリ構文」を参照してください。

リソースのリストを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Resources (リソース)] を選択します。
3. デフォルトのビューは、Container Insights によってモニターリングされているリソースと、それらの

リソースに対して設定したアラームのリストです。リソースの視覚的なマップを表示するには、[Map 
view (マップビュー)] を選択します。

4. マップビューから、マップ内の任意のリソースの上にポインタを置くと、そのリソースに関する基本
的なメトリクスを表示できます。任意のリソースを選択して、そのリソースに関するより詳細なグラ
フを表示できます。

ユースケース: Amazon ECS コンテナでのタスクレベルのメトリ
クスの表示
次の例は、CloudWatch Logs Insights を使用して Container Insights のログをより詳しく調べる方法を示し
ています。他の例については、ブログ記事「Amazon ECS 向け Amazon CloudWatch Container Insights の
ご紹介」をご覧ください。

Container Insights は、タスクレベルの詳細度でメトリクスを自動的に生成しません。次のクエリは、CPU 
およびメモリ使用量のタスクレベルのメトリクスを表示します。
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stats avg(CpuUtilized) as CPU, avg(MemoryUtilized) as Mem by TaskId, ContainerName
| sort Mem, CPU desc

Container Insights のその他のサンプルクエリ
コンテナの再起動の平均回数順にソートされるポッドのリスト

STATS avg(number_of_container_restarts) as avg_number_of_container_restarts by PodName
| SORT avg_number_of_container_restarts DESC

リクエストされたポッドと実行中のポッドの比較

fields @timestamp, @message  
| sort @timestamp desc  
| filter Type="Pod"  
| stats min(pod_number_of_containers) as requested, min(pod_number_of_running_containers) 
 as running, ceil(avg(pod_number_of_containers-pod_number_of_running_containers)) as 
 pods_missing by kubernetes.pod_name  
| sort pods_missing desc

クラスターノードの障害数

stats avg(cluster_failed_node_count) as CountOfNodeFailures  
| filter Type="Cluster"  
| sort @timestamp desc

コンテナ名別のアプリケーションログエラー

stats count() as countoferrors by kubernetes.container_name  
| filter stream="stderr"  
| sort countoferrors desc

コンテナ名別のディスク使用状況

stats floor(avg(container_filesystem_usage/1024)) as container_filesystem_usage_avg_kb by 
 InstanceId, kubernetes.container_name, device  
| filter Type="ContainerFS"  
| sort container_filesystem_usage_avg_kb desc

コンテナ名ごとの CPU 使用率

stats pct(container_cpu_usage_total, 50) as CPUPercMedian by kubernetes.container_name  
| filter Type="Container"

Container Insights により収集されるメトリクス
Container Insights は、Amazon ECS と Amazon ECS 上の AWS Fargate の 1 つのメトリクスセットを収
集し、Amazon EKS、Amazon EKS 上の AWS Fargate、および Kubernetes では別のセットを収集しま
す。

メトリクスは、コンテナタスクがしばらく実行されるまで表示されません。

トピック
• Amazon ECS Container Insights メトリクス (p. 513)
• Amazon EKS および Kubernetes Container Insights のメトリクス (p. 518)

512



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Container Insights により収集されるメトリクス

Amazon ECS Container Insights メトリクス
以下の表は、Container Insights で Amazon ECS に収集されるメトリクスとディメンションを示していま
す。これらのメトリクスは ECS/ContainerInsights 名前空間にあります。詳細については、「」を参
照してくださいメトリクス (p. 3)

コンソールに Container Insights メトリクスが表示されない場合は、Container Insights のセットアップが
完了していることを確認します。メトリクスは、Container Insights が完全にセットアップされるまで表示
されません。詳細については、「」を参照してくださいContainer Insights の設定 (p. 471)

Container Insights を使用して次のメトリクスを収集すると、メトリクスはカスタムメトリクスとして課金
されます。CloudWatch の料金の詳細については、Amazon CloudWatch の料金をご覧ください。Amazon 
ECS はまた、CloudWatch にいくつかの無料のメトリクスを自動的に送信します。詳細については、「使
用可能なメトリクスとディメンション」を参照してください。

「クラスターおよびサービスレベルの Amazon ECS でメトリクスの Container Insights の設
定 (p. 472)」のステップを完了すると、以下のメトリクスが使用できるようになります

メトリクス名 ディメンション 説明

ContainerInstanceCount ClusterName クラスターに登録されてい
る Amazon ECS エージェン
トを実行している EC2 イン
スタンスの数。

単位: カウント

CpuUtilized TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンセットによって指定され
るリソースのタスクにより
使用されている CPU ユニッ
ト数。

このメトリクスは、タスク
定義に CPU 予約が定義され
ているタスクに対してのみ
収集されます。

単位: なし

CpuReserved TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンセットによって指定され
るリソースのタスクにより
予約されている CPU ユニッ
ト数。

このメトリクスは、タスク
定義に CPU 予約が定義され
ているタスクに対してのみ
収集されます。

単位: なし

DeploymentCount ServiceName、ClusterName Amazon ECS サービスでの
デプロイの数。

単位: 個
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メトリクス名 ディメンション 説明

DesiredTaskCount ServiceName、ClusterName Amazon ECS サービスに必
要なタスクの数。

単位: カウント

EphemeralStorageReserved 1 TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンによって指定されたリ
ソースのエフェメラルス
トレージから予約された
バイト数。エフェメラルス
トレージは、コンテナルー
トファイルシステム、お
よびコンテナイメージとタ
スク定義で定義されている
バインドマウントホストボ
リュームに使用されます。
エフェメラルストレージの
容量は、実行中のタスクで
は変更できません。

このメトリクスは、Fargate 
Linux プラットフォームの
バージョン 1.4.0 以降で実
行されるタスクでのみ使用
できます。

単位: ギビバイト (GiB)

EphemeralStorageUtilized 1 TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンで指定されたリソースの
エフェメラルストレージか
ら使用されたバイト数。エ
フェメラルストレージは、
コンテナルートファイルシ
ステム、およびコンテナイ
メージとタスク定義で定義
されているバインドマウン
トホストボリュームに使用
されます。エフェメラルス
トレージの容量は、実行中
のタスクでは変更できませ
ん。

このメトリクスは、Fargate 
Linux プラットフォームの
バージョン 1.4.0 以降で実
行されるタスクでのみ使用
できます。

単位: ギビバイト (GiB)

514



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Container Insights により収集されるメトリクス

メトリクス名 ディメンション 説明

MemoryUtilized TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンセットによって指定され
るリソースのタスクにより
使用されているメモリ。

このメトリクスは、タスク
定義にメモリ予約が定義さ
れているタスクに対しての
み収集されます。

単位: メガバイト

MemoryReserved TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンセットによって指定され
るリソースのタスクにより
予約されているメモリ。

このメトリクスは、タスク
定義にメモリ予約が定義さ
れているタスクに対しての
み収集されます。

単位: メガバイト

NetworkRxBytes TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンによって指定されたリ
ソースにより受信されるバ
イト数。

このメトリクスは、awsvpc
または bridge ネットワー
クモードを使用するタスク
のコンテナでのみ使用でき
ます。

単位: バイト/秒

NetworkTxBytes TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンによって指定されたリ
ソースにより送信されるバ
イト数。

このメトリクスは、awsvpc
または bridge ネットワー
クモードを使用するタスク
のコンテナでのみ使用でき
ます。

単位: バイト/秒

PendingTaskCount ServiceName、ClusterName 現在、PENDING 状態にある
タスクの数。

単位: カウント
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メトリクス名 ディメンション 説明

RunningTaskCount ServiceName、ClusterName 現在、RUNNING 状態にある
タスクの数。

単位: カウント

ServiceCount ClusterName クラスター内のサービスの
数。

単位: カウント

StorageReadBytes TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンによって指定されたリ
ソースのストレージから読
み込まれたバイト数。

単位: バイト

StorageWriteBytes TaskDefinitionFamily、ClusterName

ServiceName、ClusterName

ClusterName

使用しているディメンショ
ンによって指定されたリ
ソースのストレージに書き
込まれたバイト数。

単位: バイト

TaskCount ClusterName クラスターで実行されてい
るタスクの数。

単位: カウント

TaskSetCount ServiceName、ClusterName サービス内のタスクセット
の数。

単位: 個

Note

EphemeralStorageReserved および EphemeralStorageUtilized メトリクスは、Fargate 
Linux プラットフォームのバージョン 1.4.0 以降で実行されるタスクでの使用できます。
Fargate はディスク上のスペースを予約します。スペースは Fargate によってのみ使用されま
す。これには課金されることはありません。これらのメトリクスには表示されません。ただし、
この追加ストレージは、df などの他のツールでも確認できます。

「Amazon ECS で EC2 インスタンスレベルのメトリクスを収集するための CloudWatch エージェントの
デプロイ (p. 476)」のステップを完了すると、以下のメトリクスが使用できるようになります

メトリクス名 ディメンション 説明

instance_cpu_limit ClusterName このクラスター内の単
一の EC2 インスタンス
に割り当てることがで
きる CPU ユニットの最
大数。

単位: なし

instance_cpu_reserved_capacityClusterName クラスター内の単一の 
EC2 インスタンスで現
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メトリクス名 ディメンション 説明
InstanceId、ContainerInstanceId、ClusterName 在予約されている CPU 

の割合。

単位: パーセント

instance_cpu_usage_totalClusterName クラスター内の単一 
EC2 インスタンスで使
用されている CPU ユ
ニットの数。

単位: なし

instance_cpu_utilizationClusterName

InstanceId、ContainerInstanceId、ClusterName

クラスター内の単一の 
EC2 インスタンスで使
用されている CPU ユ
ニットの合計割合。

単位: パーセント

instance_filesystem_utilizationClusterName

InstanceId、ContainerInstanceId、ClusterName

クラスター内の単一の 
EC2 インスタンスで使
用されているファイル
システム容量の合計割
合。

単位: パーセント

instance_memory_limitClusterName このクラスター内の単
一の EC2 インスタン
スに割り当てることが
できるメモリの最大量
（バイト単位）。

単位: バイト

instance_memory_reserved_capacityClusterName

InstanceId、ContainerInstanceId、ClusterName

クラスター内の単一の 
EC2 インスタンスで現
在予約されているメモ
リの割合。

単位: パーセント

instance_memory_utilizationClusterName

InstanceId、ContainerInstanceId、ClusterName

クラスター内の単一の 
EC2 インスタンスで使
用されているメモリの
合計割合。

単位: パーセント

instance_memory_working_setClusterName クラスター内の単一の 
EC2 インスタンスで使
用されているメモリの
量（バイト単位）。

単位: バイト
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メトリクス名 ディメンション 説明

instance_network_total_bytesClusterName クラスター内の単一の 
EC2 インスタンスで
ネットワーク上で送受
信された 1 秒あたりの
合計バイト数。

単位: バイト/秒

instance_number_of_running_tasksClusterName クラスター内の単一の 
EC2 インスタンスで実
行中のタスクの数。

単位: 個

Amazon EKS および Kubernetes Container Insights のメトリク
ス
以下の表は、Container Insights で Amazon EKS および Kubernetes に収集されるメトリクスとディメン
ションを示しています。これらのメトリクスは ContainerInsights 名前空間にあります。詳細につい
ては、「」を参照してくださいメトリクス (p. 3)

コンソールに Container Insights メトリクスが表示されない場合は、Container Insights のセットアップが
完了していることを確認します。メトリクスは、Container Insights が完全にセットアップされるまで表示
されません。詳細については、「」を参照してくださいContainer Insights の設定 (p. 471)

Container Insights を使用して次のメトリクスを収集すると、メトリクスはカスタムメトリクスとして課金
されます。CloudWatch の料金の詳細については、Amazon CloudWatch の料金をご覧ください。

メトリクス名 ディメンション 説明

cluster_failed_node_countClusterName クラスター内の失敗し
たワーカーノードの
数。ノードの状態に
何らかの問題がある
場合は、そのノード
は失敗したとみなさ
れます。詳細について
は、Kubernetes ドキュ
メントの 「Conditions 
(状態)」を参照してくだ
さい。

cluster_node_count ClusterName クラスター内のワー
カーノードの総数。

namespace_number_of_running_podsNamespace ClusterName

ClusterName

使用しているディメン
ションによって指定さ
れたリソースの名前空
間ごとに実行されてい
るポッドの数。

node_cpu_limit ClusterName このクラスター内の単
一のノードに割り当て
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メトリクス名 ディメンション 説明
ることができる CPU ユ
ニットの最大数。

node_cpu_reserved_capacityNodeName、ClusterName、InstanceId

ClusterName

ノードコンポーネン
ト (kubelet、kube-
proxy、Docker など) に
予約されている CPU ユ
ニットの割合。

計算式:
node_cpu_request / 
node_cpu_limit

Note

node_cpu_request
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。

node_cpu_usage_totalClusterName クラスターのノードで
使用されている CPU ユ
ニットの数。

node_cpu_utilizationNodeName、ClusterName、InstanceId

ClusterName

クラスター内のノード
で使用されている CPU 
ユニットの合計使用
率。

計算式:
node_cpu_usage_total / 
node_cpu_limit
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メトリクス名 ディメンション 説明

node_filesystem_utilizationNodeName、ClusterName、InstanceId

ClusterName

クラスター内のノード
で使用されているファ
イルシステム容量の合
計使用率。

計算式:
node_filesystem_usage / 
node_filesystem_capacity

Note

node_filesystem_usage
および
node_filesystem_capacity
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。

node_memory_limit ClusterName このクラスター内の単
一のノードに割り当て
ることができるメモリ
の最大量 (バイト単位)。
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メトリクス名 ディメンション 説明

node_memory_reserved_capacityNodeName、ClusterName、InstanceId

ClusterName

クラスター内のノード
で現在使用されている
メモリの割合。

計算式:
node_memory_request / 
node_memory_limit

Note

node_memory_request
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。

node_memory_utilizationNodeName、ClusterName、InstanceId

ClusterName

ノードによって現在使
用されているメモリの
割合。これは、ノード
のメモリ制限で割られ
たノードのメモリ使用
量の割合です。

計算式:
node_memory_working_set / 
node_memory_limit

node_memory_working_setClusterName クラスターで現在稼働
しているノードのセッ
トで使用されているメ
モリの量 (バイト単位)。
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メトリクス名 ディメンション 説明

node_network_total_bytesNodeName、ClusterName、InstanceId

ClusterName

クラスターのノードご
とにネットワーク経由
で送信および受信され
た合計バイト数。

計算式:
node_network_rx_bytes 
+ 
node_network_tx_bytes

Note

node_network_rx_bytes
および
node_network_tx_bytes
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。

node_number_of_running_containersNodeName、ClusterName、InstanceId

ClusterName

クラスターのノードご
とに実行中のコンテナ
の数。

node_number_of_running_podsNodeName、ClusterName、InstanceId

ClusterName

クラスターのノードご
とに実行中のポッドの
数。
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メトリクス名 ディメンション 説明

pod_cpu_reserved_capacityPodName、Namespace、ClusterName

ClusterName

クラスターのポッドご
とに予約されている 
CPU 容量。

計算式:
pod_cpu_request / 
node_cpu_limit

Note

pod_cpu_request
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。

pod_cpu_utilization PodName、Namespace、ClusterName

Namespace、ClusterName

Service、Namespace、ClusterName

ClusterName

ポッドで使用されてい
る CPU ユニットの割
合。

計算式:
pod_cpu_usage_total / 
node_cpu_limit

Note

pod_cpu_usage_total
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。
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メトリクス名 ディメンション 説明

pod_cpu_utilization_over_pod_limitPodName、Namespace、ClusterName

Namespace、ClusterName

Service、Namespace、ClusterName

ClusterName

ポッドの制限に対す
る、ポッドで使用され
ている CPU ユニットの
割合。

計算式:
pod_cpu_usage_total / 
pod_cpu_limit

Note

pod_cpu_usage_total
および
pod_cpu_limit
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。
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メトリクス名 ディメンション 説明

pod_memory_reserved_capacityPodName、Namespace、ClusterName

ClusterName

ポッド用に予約されて
いるメモリの割合。

計算式:
pod_memory_request / 
node_memory_limit

Note

pod_memory_request
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。

pod_memory_utilizationPodName、Namespace、ClusterName

Namespace、ClusterName

Service、Namespace、ClusterName

ClusterName

ポッドが現在使用して
いるメモリの割合。

計算式:
pod_memory_working_set / 
node_memory_limit

Note

pod_memory_working_set
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。
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メトリクス名 ディメンション 説明

pod_memory_utilization_over_pod_limitPodName、Namespace、ClusterName

Namespace、ClusterName

Service、Namespace、ClusterName

ClusterName

ポッドの制限に対す
る、ポッドによって使
用されているメモリの
割合。ポッドのいずれ
かのコンテナに、定義
されたメモリ制限がな
い場合、このメトリク
スは表示されません。

計算式:
pod_memory_working_set / 
pod_memory_limit

Note

pod_memory_working_set
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。
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メトリクス名 ディメンション 説明

pod_network_rx_bytesPodName、Namespace、ClusterName

Namespace、ClusterName

Service、Namespace、ClusterName

ClusterName

ポッドによって、ネッ
トワーク経由で受信さ
れているバイト数。

計算式:
sum(pod_interface_network_rx_bytes)

Note

pod_interface_network_rx_bytes
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。

pod_network_tx_bytesPodName、Namespace、ClusterName

Namespace、ClusterName

Service、Namespace、ClusterName

ClusterName

ポッドによって、ネッ
トワーク経由で送信さ
れているバイト数。

計算式:
sum(pod_interface_network_tx_bytes)

Note

pod_interface_network_tx_bytes
はメトリクスと
して直接報告
されませんが、
パフォーマン
スログイベン
ト内のフィー
ルドです。詳
細については、
「Amazon EKS 
と Kubernetes 
のパフォーマン
スログイベント
の関連フィール
ド (p. 542)」
を参照してくだ
さい。

pod_number_of_container_restartsPodName、Namespace、ClusterName ポッドでのコンテナ再
起動の合計数。
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メトリクス名 ディメンション 説明

service_number_of_running_podsService、Namespace、ClusterName

ClusterName

クラスターでサービス 
(1 つまたは複数) を実行
しているポッドの数。

Container Insights パフォーマンスログリファレンス
このセクションには、Container Insights がパフォーマンスログイベントを使用してメトリクスを収集する
方法に関するリファレンス情報が含まれています。Container Insights をデプロイする場合、パフォーマン
スログイベント用のロググループが自動的に作成されます。このロググループを手動で作成する必要はあ
りません。

トピック
• Amazon ECS の Container Insights パフォーマンスログイベント (p. 528)
• Amazon EKS および Kubernetes の Container Insights パフォーマンスログイベント (p. 531)
• Amazon EKS と Kubernetes のパフォーマンスログイベントの関連フィールド (p. 542)

Amazon ECS の Container Insights パフォーマンスログイベント
次に、Container Insights が Amazon ECS から収集するパフォーマンスログイベントの例を示します。

型: コンテナ

{ 
 "Version":"0", 
 "Type":"Container", 
 "ContainerName":"sleep", 
 "TaskId":"7ac4dfba69214411b4783a3b8189c9ba", 
 "TaskDefinitionFamily":"sleep360", 
 "TaskDefinitionRevision":"1", 
 "ContainerInstanceId":"0d7650e6dec34c1a9200f72098071e8f", 
 "EC2InstanceId":"i-0c470579dbcdbd2f3", 
 "ClusterName":"MyCluster", 
 "Image":"busybox", 
 "ContainerKnownStatus":"RUNNING", 
 "Timestamp":1623963900000, 
 "CpuUtilized":0.0, 
 "CpuReserved":10.0, 
 "MemoryUtilized":0, 
 "MemoryReserved":10, 
 "StorageReadBytes":0, 
 "StorageWriteBytes":0, 
 "NetworkRxBytes":0, 
 "NetworkRxDropped":0, 
 "NetworkRxErrors":0, 
 "NetworkRxPackets":14, 
 "NetworkTxBytes":0, 
 "NetworkTxDropped":0, 
 "NetworkTxErrors":0, 
 "NetworkTxPackets":0
}

型: タスク

{ 
 "Version": "0", 
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 "Type": "Task", 
 "TaskId": "7ac4dfba69214411b4783a3b8189c9ba", 
 "TaskDefinitionFamily": "sleep360", 
 "TaskDefinitionRevision": "1", 
 "ContainerInstanceId": "0d7650e6dec34c1a9200f72098071e8f", 
 "EC2InstanceId": "i-0c470579dbcdbd2f3", 
 "ClusterName": "MyCluster", 
 "AccountID": "637146863587", 
 "Region": "us-west-2", 
 "AvailabilityZone": "us-west-2b", 
 "KnownStatus": "RUNNING", 
 "LaunchType": "EC2", 
 "PullStartedAt": 1623963608201, 
 "PullStoppedAt": 1623963610065, 
 "CreatedAt": 1623963607094, 
 "StartedAt": 1623963610382, 
 "Timestamp": 1623963900000, 
 "CpuUtilized": 0.0, 
 "CpuReserved": 10.0, 
 "MemoryUtilized": 0, 
 "MemoryReserved": 10, 
 "StorageReadBytes": 0, 
 "StorageWriteBytes": 0, 
 "NetworkRxBytes": 0, 
 "NetworkRxDropped": 0, 
 "NetworkRxErrors": 0, 
 "NetworkRxPackets": 14, 
 "NetworkTxBytes": 0, 
 "NetworkTxDropped": 0, 
 "NetworkTxErrors": 0, 
 "NetworkTxPackets": 0, 
 "CloudWatchMetrics": [{ 
  "Namespace": "ECS/ContainerInsights", 
  "Metrics": [{ 
    "Name": "CpuUtilized", 
    "Unit": "None" 
   }, 
   { 
    "Name": "CpuReserved", 
    "Unit": "None" 
   }, 
   { 
    "Name": "MemoryUtilized", 
    "Unit": "Megabytes" 
   }, 
   { 
    "Name": "MemoryReserved", 
    "Unit": "Megabytes" 
   }, 
   { 
    "Name": "StorageReadBytes", 
    "Unit": "Bytes/Second" 
   }, 
   { 
    "Name": "StorageWriteBytes", 
    "Unit": "Bytes/Second" 
   }, 
   { 
    "Name": "NetworkRxBytes", 
    "Unit": "Bytes/Second" 
   }, 
   { 
    "Name": "NetworkTxBytes", 
    "Unit": "Bytes/Second" 
   } 
  ], 
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  "Dimensions": [ 
   [ 
    "ClusterName" 
   ], 
   [ 
    "ClusterName", 
    "TaskDefinitionFamily" 
   ] 
  ] 
 }]
}

タイプ: Service

{    
    "Version": "0", 
    "Type": "Service", 
    "ServiceName": "myCIService", 
    "ClusterName": "myCICluster", 
    "Timestamp": 1561586460000, 
    "DesiredTaskCount": 2, 
    "RunningTaskCount": 2, 
    "PendingTaskCount": 0, 
    "DeploymentCount": 1, 
    "TaskSetCount": 0, 
    "CloudWatchMetrics": [ 
        { 
            "Namespace": "ECS/ContainerInsights", 
            "Metrics": [ 
                { 
                    "Name": "DesiredTaskCount", 
                    "Unit": "Count" 
                }, 
                { 
                    "Name": "RunningTaskCount", 
                    "Unit": "Count" 
                }, 
                { 
                    "Name": "PendingTaskCount", 
                    "Unit": "Count" 
                }, 
                { 
                    "Name": "DeploymentCount", 
                    "Unit": "Count" 
                }, 
                { 
                    "Name": "TaskSetCount", 
                    "Unit": "Count" 
                } 
            ], 
            "Dimensions": [ 
                [ 
                    "ServiceName", 
                    "ClusterName" 
                ] 
            ] 
        } 
    ]
}

型: クラスター

{ 
    "Version": "0", 
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    "Type": "Cluster", 
    "ClusterName": "myCICluster", 
    "Timestamp": 1561587300000, 
    "TaskCount": 5, 
    "ContainerInstanceCount": 5, 
    "ServiceCount": 2, 
    "CloudWatchMetrics": [ 
        { 
            "Namespace": "ECS/ContainerInsights", 
            "Metrics": [ 
                { 
                    "Name": "TaskCount", 
                    "Unit": "Count" 
                }, 
                { 
                    "Name": "ContainerInstanceCount", 
                    "Unit": "Count" 
                }, 
                { 
                    "Name": "ServiceCount", 
                    "Unit": "Count" 
                } 
            ], 
            "Dimensions": [ 
                [ 
                    "ClusterName" 
                ] 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon EKS および Kubernetes の Container Insights パフォー
マンスログイベント
次に、Container Insights が Amazon EKS および Kubernetes から収集するパフォーマンスログイベントの
例を示します。

タイプ: Node

{ 
  "AutoScalingGroupName": "eksctl-myCICluster-nodegroup-standard-workers-
NodeGroup-1174PV2WHZAYU", 
  "CloudWatchMetrics": [ 
    { 
      "Metrics": [ 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "node_cpu_utilization" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "node_memory_utilization" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Bytes/Second", 
          "Name": "node_network_total_bytes" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "node_cpu_reserved_capacity" 
        }, 
        { 
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          "Unit": "Percent", 
          "Name": "node_memory_reserved_capacity" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Count", 
          "Name": "node_number_of_running_pods" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Count", 
          "Name": "node_number_of_running_containers" 
        } 
      ], 
      "Dimensions": [ 
        [ 
          "NodeName", 
          "InstanceId", 
          "ClusterName" 
        ] 
      ], 
      "Namespace": "ContainerInsights" 
    }, 
    { 
      "Metrics": [ 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "node_cpu_utilization" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "node_memory_utilization" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Bytes/Second", 
          "Name": "node_network_total_bytes" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "node_cpu_reserved_capacity" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "node_memory_reserved_capacity" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Count", 
          "Name": "node_number_of_running_pods" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Count", 
          "Name": "node_number_of_running_containers" 
        }, 
        { 
          "Name": "node_cpu_usage_total" 
        }, 
        { 
          "Name": "node_cpu_limit" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Bytes", 
          "Name": "node_memory_working_set" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Bytes", 
          "Name": "node_memory_limit" 
        } 
      ], 
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      "Dimensions": [ 
        [ 
          "ClusterName" 
        ] 
      ], 
      "Namespace": "ContainerInsights" 
    } 
  ], 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "InstanceId": "i-1234567890123456", 
  "InstanceType": "t3.xlarge", 
  "NodeName": "ip-192-0-2-0.us-west-2.compute.internal", 
  "Sources": [ 
    "cadvisor", 
    "/proc", 
    "pod", 
    "calculated" 
  ], 
  "Timestamp": "1567096682364", 
  "Type": "Node", 
  "Version": "0", 
  "kubernetes": { 
    "host": "ip-192-168-75-26.us-west-2.compute.internal" 
  }, 
  "node_cpu_limit": 4000, 
  "node_cpu_request": 1130, 
  "node_cpu_reserved_capacity": 28.249999999999996, 
  "node_cpu_usage_system": 33.794636630852764, 
  "node_cpu_usage_total": 136.47852169244098, 
  "node_cpu_usage_user": 71.67075111567326, 
  "node_cpu_utilization": 3.4119630423110245, 
  "node_memory_cache": 3103297536, 
  "node_memory_failcnt": 0, 
  "node_memory_hierarchical_pgfault": 0, 
  "node_memory_hierarchical_pgmajfault": 0, 
  "node_memory_limit": 16624865280, 
  "node_memory_mapped_file": 406646784, 
  "node_memory_max_usage": 4230746112, 
  "node_memory_pgfault": 0, 
  "node_memory_pgmajfault": 0, 
  "node_memory_request": 1115684864, 
  "node_memory_reserved_capacity": 6.7109407818311055, 
  "node_memory_rss": 798146560, 
  "node_memory_swap": 0, 
  "node_memory_usage": 3901444096, 
  "node_memory_utilization": 6.601302600149552, 
  "node_memory_working_set": 1097457664, 
  "node_network_rx_bytes": 35918.392817386324, 
  "node_network_rx_dropped": 0, 
  "node_network_rx_errors": 0, 
  "node_network_rx_packets": 157.67565245448117, 
  "node_network_total_bytes": 68264.20276554905, 
  "node_network_tx_bytes": 32345.80994816272, 
  "node_network_tx_dropped": 0, 
  "node_network_tx_errors": 0, 
  "node_network_tx_packets": 154.21455923431654, 
  "node_number_of_running_containers": 16, 
  "node_number_of_running_pods": 13
}

タイプ: NodeFS

{ 
  "AutoScalingGroupName": "eksctl-myCICluster-nodegroup-standard-workers-
NodeGroup-1174PV2WHZAYU", 
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  "CloudWatchMetrics": [ 
    { 
      "Metrics": [ 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "node_filesystem_utilization" 
        } 
      ], 
      "Dimensions": [ 
        [ 
          "NodeName", 
          "InstanceId", 
          "ClusterName" 
        ], 
        [ 
          "ClusterName" 
        ] 
      ], 
      "Namespace": "ContainerInsights" 
    } 
  ], 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "EBSVolumeId": "aws://us-west-2b/vol-0a53108976d4a2fda", 
  "InstanceId": "i-1234567890123456", 
  "InstanceType": "t3.xlarge", 
  "NodeName": "ip-192-0-2-0.us-west-2.compute.internal", 
  "Sources": [ 
    "cadvisor", 
    "calculated" 
  ], 
  "Timestamp": "1567097939726", 
  "Type": "NodeFS", 
  "Version": "0", 
  "device": "/dev/nvme0n1p1", 
  "fstype": "vfs", 
  "kubernetes": { 
    "host": "ip-192-168-75-26.us-west-2.compute.internal" 
  }, 
  "node_filesystem_available": 17298395136, 
  "node_filesystem_capacity": 21462233088, 
  "node_filesystem_inodes": 10484720, 
  "node_filesystem_inodes_free": 10367158, 
  "node_filesystem_usage": 4163837952, 
  "node_filesystem_utilization": 19.400767547940255
}

タイプ: NodeDiskIO

{ 
  "AutoScalingGroupName": "eksctl-myCICluster-nodegroup-standard-workers-
NodeGroup-1174PV2WHZAYU", 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "EBSVolumeId": "aws://us-west-2b/vol-0a53108976d4a2fda", 
  "InstanceId": "i-1234567890123456", 
  "InstanceType": "t3.xlarge", 
  "NodeName": "ip-192-0-2-0.us-west-2.compute.internal", 
  "Sources": [ 
    "cadvisor" 
  ], 
  "Timestamp": "1567096928131", 
  "Type": "NodeDiskIO", 
  "Version": "0", 
  "device": "/dev/nvme0n1", 
  "kubernetes": { 
    "host": "ip-192-168-75-26.us-west-2.compute.internal" 
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  }, 
  "node_diskio_io_service_bytes_async": 9750.505814277016, 
  "node_diskio_io_service_bytes_read": 0, 
  "node_diskio_io_service_bytes_sync": 230.6174506688036, 
  "node_diskio_io_service_bytes_total": 9981.123264945818, 
  "node_diskio_io_service_bytes_write": 9981.123264945818, 
  "node_diskio_io_serviced_async": 1.153087253344018, 
  "node_diskio_io_serviced_read": 0, 
  "node_diskio_io_serviced_sync": 0.03603397666700056, 
  "node_diskio_io_serviced_total": 1.1891212300110185, 
  "node_diskio_io_serviced_write": 1.1891212300110185
}

タイプ: NodeNet

{ 
  "AutoScalingGroupName": "eksctl-myCICluster-nodegroup-standard-workers-
NodeGroup-1174PV2WHZAYU", 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "InstanceId": "i-1234567890123456", 
  "InstanceType": "t3.xlarge", 
  "NodeName": "ip-192-0-2-0.us-west-2.compute.internal", 
  "Sources": [ 
    "cadvisor", 
    "calculated" 
  ], 
  "Timestamp": "1567096928131", 
  "Type": "NodeNet", 
  "Version": "0", 
  "interface": "eni972f6bfa9a0", 
  "kubernetes": { 
    "host": "ip-192-168-75-26.us-west-2.compute.internal" 
  }, 
  "node_interface_network_rx_bytes": 3163.008420864309, 
  "node_interface_network_rx_dropped": 0, 
  "node_interface_network_rx_errors": 0, 
  "node_interface_network_rx_packets": 16.575629266820258, 
  "node_interface_network_total_bytes": 3518.3935157426017, 
  "node_interface_network_tx_bytes": 355.385094878293, 
  "node_interface_network_tx_dropped": 0, 
  "node_interface_network_tx_errors": 0, 
  "node_interface_network_tx_packets": 3.9997714100370625
}

タイプ: Pod

{ 
  "AutoScalingGroupName": "eksctl-myCICluster-nodegroup-standard-workers-
NodeGroup-1174PV2WHZAYU", 
  "CloudWatchMetrics": [ 
    { 
      "Metrics": [ 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "pod_cpu_utilization" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "pod_memory_utilization" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Bytes/Second", 
          "Name": "pod_network_rx_bytes" 
        }, 
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        { 
          "Unit": "Bytes/Second", 
          "Name": "pod_network_tx_bytes" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "pod_cpu_utilization_over_pod_limit" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "pod_memory_utilization_over_pod_limit" 
        } 
      ], 
      "Dimensions": [ 
        [ 
          "PodName", 
          "Namespace", 
          "ClusterName" 
        ], 
        [ 
          "Service", 
          "Namespace", 
          "ClusterName" 
        ], 
        [ 
          "Namespace", 
          "ClusterName" 
        ], 
        [ 
          "ClusterName" 
        ] 
      ], 
      "Namespace": "ContainerInsights" 
    }, 
    { 
      "Metrics": [ 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "pod_cpu_reserved_capacity" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Percent", 
          "Name": "pod_memory_reserved_capacity" 
        } 
      ], 
      "Dimensions": [ 
        [ 
          "PodName", 
          "Namespace", 
          "ClusterName" 
        ], 
        [ 
          "ClusterName" 
        ] 
      ], 
      "Namespace": "ContainerInsights" 
    }, 
    { 
      "Metrics": [ 
        { 
          "Unit": "Count", 
          "Name": "pod_number_of_container_restarts" 
        } 
      ], 
      "Dimensions": [ 
        [ 
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          "PodName", 
          "Namespace", 
          "ClusterName" 
        ] 
      ], 
      "Namespace": "ContainerInsights" 
    } 
  ], 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "InstanceId": "i-1234567890123456", 
  "InstanceType": "t3.xlarge", 
  "Namespace": "amazon-cloudwatch", 
  "NodeName": "ip-192-0-2-0.us-west-2.compute.internal", 
  "PodName": "cloudwatch-agent-statsd", 
  "Service": "cloudwatch-agent-statsd", 
  "Sources": [ 
    "cadvisor", 
    "pod", 
    "calculated" 
  ], 
  "Timestamp": "1567097351092", 
  "Type": "Pod", 
  "Version": "0", 
  "kubernetes": { 
    "host": "ip-192-168-75-26.us-west-2.compute.internal", 
    "labels": { 
      "app": "cloudwatch-agent-statsd", 
      "pod-template-hash": "df44f855f" 
    }, 
    "namespace_name": "amazon-cloudwatch", 
    "pod_id": "2f4ff5ac-c813-11e9-a31d-06e9dde32928", 
    "pod_name": "cloudwatch-agent-statsd-df44f855f-ts4q2", 
    "pod_owners": [ 
      { 
        "owner_kind": "Deployment", 
        "owner_name": "cloudwatch-agent-statsd" 
      } 
    ], 
    "service_name": "cloudwatch-agent-statsd" 
  }, 
  "pod_cpu_limit": 200, 
  "pod_cpu_request": 200, 
  "pod_cpu_reserved_capacity": 5, 
  "pod_cpu_usage_system": 1.4504841104992765, 
  "pod_cpu_usage_total": 5.817016867430125, 
  "pod_cpu_usage_user": 1.1281543081661038, 
  "pod_cpu_utilization": 0.14542542168575312, 
  "pod_cpu_utilization_over_pod_limit": 2.9085084337150624, 
  "pod_memory_cache": 8192, 
  "pod_memory_failcnt": 0, 
  "pod_memory_hierarchical_pgfault": 0, 
  "pod_memory_hierarchical_pgmajfault": 0, 
  "pod_memory_limit": 104857600, 
  "pod_memory_mapped_file": 0, 
  "pod_memory_max_usage": 25268224, 
  "pod_memory_pgfault": 0, 
  "pod_memory_pgmajfault": 0, 
  "pod_memory_request": 104857600, 
  "pod_memory_reserved_capacity": 0.6307275170893897, 
  "pod_memory_rss": 22777856, 
  "pod_memory_swap": 0, 
  "pod_memory_usage": 25141248, 
  "pod_memory_utilization": 0.10988455961791709, 
  "pod_memory_utilization_over_pod_limit": 17.421875, 
  "pod_memory_working_set": 18268160, 
  "pod_network_rx_bytes": 9880.697124714186, 
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  "pod_network_rx_dropped": 0, 
  "pod_network_rx_errors": 0, 
  "pod_network_rx_packets": 107.80005532263283, 
  "pod_network_total_bytes": 10158.829201483635, 
  "pod_network_tx_bytes": 278.13207676944796, 
  "pod_network_tx_dropped": 0, 
  "pod_network_tx_errors": 0, 
  "pod_network_tx_packets": 1.146027574644318, 
  "pod_number_of_container_restarts": 0, 
  "pod_number_of_containers": 1, 
  "pod_number_of_running_containers": 1, 
  "pod_status": "Running"
}

タイプ: PodNet

{ 
  "AutoScalingGroupName": "eksctl-myCICluster-nodegroup-standard-workers-
NodeGroup-1174PV2WHZAYU", 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "InstanceId": "i-1234567890123456", 
  "InstanceType": "t3.xlarge", 
  "Namespace": "amazon-cloudwatch", 
  "NodeName": "ip-192-0-2-0.us-west-2.compute.internal", 
  "PodName": "cloudwatch-agent-statsd", 
  "Service": "cloudwatch-agent-statsd", 
  "Sources": [ 
    "cadvisor", 
    "calculated" 
  ], 
  "Timestamp": "1567097351092", 
  "Type": "PodNet", 
  "Version": "0", 
  "interface": "eth0", 
  "kubernetes": { 
    "host": "ip-192-168-75-26.us-west-2.compute.internal", 
    "labels": { 
      "app": "cloudwatch-agent-statsd", 
      "pod-template-hash": "df44f855f" 
    }, 
    "namespace_name": "amazon-cloudwatch", 
    "pod_id": "2f4ff5ac-c813-11e9-a31d-06e9dde32928", 
    "pod_name": "cloudwatch-agent-statsd-df44f855f-ts4q2", 
    "pod_owners": [ 
      { 
        "owner_kind": "Deployment", 
        "owner_name": "cloudwatch-agent-statsd" 
      } 
    ], 
    "service_name": "cloudwatch-agent-statsd" 
  }, 
  "pod_interface_network_rx_bytes": 9880.697124714186, 
  "pod_interface_network_rx_dropped": 0, 
  "pod_interface_network_rx_errors": 0, 
  "pod_interface_network_rx_packets": 107.80005532263283, 
  "pod_interface_network_total_bytes": 10158.829201483635, 
  "pod_interface_network_tx_bytes": 278.13207676944796, 
  "pod_interface_network_tx_dropped": 0, 
  "pod_interface_network_tx_errors": 0, 
  "pod_interface_network_tx_packets": 1.146027574644318
}

型: コンテナ
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{ 
  "AutoScalingGroupName": "eksctl-myCICluster-nodegroup-standard-workers-NodeGroup-sample", 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "InstanceId": "i-1234567890123456", 
  "InstanceType": "t3.xlarge", 
  "Namespace": "amazon-cloudwatch", 
  "NodeName": "ip-192-0-2-0.us-west-2.compute.internal", 
  "PodName": "cloudwatch-agent-statsd", 
  "Service": "cloudwatch-agent-statsd", 
  "Sources": [ 
    "cadvisor", 
    "pod", 
    "calculated" 
  ], 
  "Timestamp": "1567097399912", 
  "Type": "Container", 
  "Version": "0", 
  "container_cpu_limit": 200, 
  "container_cpu_request": 200, 
  "container_cpu_usage_system": 1.87958283771964, 
  "container_cpu_usage_total": 6.159993652997942, 
  "container_cpu_usage_user": 1.6707403001952357, 
  "container_cpu_utilization": 0.15399984132494854, 
  "container_memory_cache": 8192, 
  "container_memory_failcnt": 0, 
  "container_memory_hierarchical_pgfault": 0, 
  "container_memory_hierarchical_pgmajfault": 0, 
  "container_memory_limit": 104857600, 
  "container_memory_mapped_file": 0, 
  "container_memory_max_usage": 24580096, 
  "container_memory_pgfault": 0, 
  "container_memory_pgmajfault": 0, 
  "container_memory_request": 104857600, 
  "container_memory_rss": 22736896, 
  "container_memory_swap": 0, 
  "container_memory_usage": 24453120, 
  "container_memory_utilization": 0.10574541028701798, 
  "container_memory_working_set": 17580032, 
  "container_status": "Running", 
  "kubernetes": { 
    "container_name": "cloudwatch-agent", 
    "docker": { 
      "container_id": "8967b6b37da239dfad197c9fdea3e5dfd35a8a759ec86e2e4c3f7b401e232706" 
    }, 
    "host": "ip-192-168-75-26.us-west-2.compute.internal", 
    "labels": { 
      "app": "cloudwatch-agent-statsd", 
      "pod-template-hash": "df44f855f" 
    }, 
    "namespace_name": "amazon-cloudwatch", 
    "pod_id": "2f4ff5ac-c813-11e9-a31d-06e9dde32928", 
    "pod_name": "cloudwatch-agent-statsd-df44f855f-ts4q2", 
    "pod_owners": [ 
      { 
        "owner_kind": "Deployment", 
        "owner_name": "cloudwatch-agent-statsd" 
      } 
    ], 
    "service_name": "cloudwatch-agent-statsd" 
  }, 
  "number_of_container_restarts": 0
}

タイプ: ContainerFS
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{ 
  "AutoScalingGroupName": "eksctl-myCICluster-nodegroup-standard-workers-
NodeGroup-1174PV2WHZAYU", 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "EBSVolumeId": "aws://us-west-2b/vol-0a53108976d4a2fda", 
  "InstanceId": "i-1234567890123456", 
  "InstanceType": "t3.xlarge", 
  "Namespace": "amazon-cloudwatch", 
  "NodeName": "ip-192-0-2-0.us-west-2.compute.internal", 
  "PodName": "cloudwatch-agent-statsd", 
  "Service": "cloudwatch-agent-statsd", 
  "Sources": [ 
    "cadvisor", 
    "calculated" 
  ], 
  "Timestamp": "1567097399912", 
  "Type": "ContainerFS", 
  "Version": "0", 
  "container_filesystem_available": 0, 
  "container_filesystem_capacity": 21462233088, 
  "container_filesystem_usage": 24576, 
  "container_filesystem_utilization": 0.0001145081217748071, 
  "device": "/dev/nvme0n1p1", 
  "fstype": "vfs", 
  "kubernetes": { 
    "container_name": "cloudwatch-agent", 
    "docker": { 
      "container_id": "8967b6b37da239dfad197c9fdea3e5dfd35a8a759ec86e2e4c3f7b401e232706" 
    }, 
    "host": "ip-192-168-75-26.us-west-2.compute.internal", 
    "labels": { 
      "app": "cloudwatch-agent-statsd", 
      "pod-template-hash": "df44f855f" 
    }, 
    "namespace_name": "amazon-cloudwatch", 
    "pod_id": "2f4ff5ac-c813-11e9-a31d-06e9dde32928", 
    "pod_name": "cloudwatch-agent-statsd-df44f855f-ts4q2", 
    "pod_owners": [ 
      { 
        "owner_kind": "Deployment", 
        "owner_name": "cloudwatch-agent-statsd" 
      } 
    ], 
    "service_name": "cloudwatch-agent-statsd" 
  }
}

型: クラスター

{ 
  "CloudWatchMetrics": [ 
    { 
      "Metrics": [ 
        { 
          "Unit": "Count", 
          "Name": "cluster_node_count" 
        }, 
        { 
          "Unit": "Count", 
          "Name": "cluster_failed_node_count" 
        } 
      ], 
      "Dimensions": [ 
        [ 
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          "ClusterName" 
        ] 
      ], 
      "Namespace": "ContainerInsights" 
    } 
  ], 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "Sources": [ 
    "apiserver" 
  ], 
  "Timestamp": "1567097534160", 
  "Type": "Cluster", 
  "Version": "0", 
  "cluster_failed_node_count": 0, 
  "cluster_node_count": 3
}

タイプ: ClusterService

{ 
  "CloudWatchMetrics": [ 
    { 
      "Metrics": [ 
        { 
          "Unit": "Count", 
          "Name": "service_number_of_running_pods" 
        } 
      ], 
      "Dimensions": [ 
        [ 
          "Service", 
          "Namespace", 
          "ClusterName" 
        ], 
        [ 
          "ClusterName" 
        ] 
      ], 
      "Namespace": "ContainerInsights" 
    } 
  ], 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "Namespace": "amazon-cloudwatch", 
  "Service": "cloudwatch-agent-statsd", 
  "Sources": [ 
    "apiserver" 
  ], 
  "Timestamp": "1567097534160", 
  "Type": "ClusterService", 
  "Version": "0", 
  "kubernetes": { 
    "namespace_name": "amazon-cloudwatch", 
    "service_name": "cloudwatch-agent-statsd" 
  }, 
  "service_number_of_running_pods": 1
}

タイプ: ClusterNamespace

{ 
  "CloudWatchMetrics": [ 
    { 
      "Metrics": [ 
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        { 
          "Unit": "Count", 
          "Name": "namespace_number_of_running_pods" 
        } 
      ], 
      "Dimensions": [ 
        [ 
          "Namespace", 
          "ClusterName" 
        ], 
        [ 
          "ClusterName" 
        ] 
      ], 
      "Namespace": "ContainerInsights" 
    } 
  ], 
  "ClusterName": "myCICluster", 
  "Namespace": "amazon-cloudwatch", 
  "Sources": [ 
    "apiserver" 
  ], 
  "Timestamp": "1567097594160", 
  "Type": "ClusterNamespace", 
  "Version": "0", 
  "kubernetes": { 
    "namespace_name": "amazon-cloudwatch" 
  }, 
  "namespace_number_of_running_pods": 7
}

Amazon EKS と Kubernetes のパフォーマンスログイベントの関
連フィールド
Amazon EKS および Kubernetes では、コンテナ化された CloudWatch エージェントは、パフォーマンス
ログイベントとしてデータを出力します。これにより、CloudWatch は高カーディナリティのデータを取
り込み、保存することができます。CloudWatch は、パフォーマンスログイベントのデータを使用して、
詳細を失うことなく、クラスター、ノード、ポッドレベルで、集計された CloudWatch メトリクスを作成
します。

以下の表は、Container Insights メトリクスデータの収集に関連する、これらのパフォーマンスログイベ
ントのフィールドを示しています。CloudWatch Logs Insights を使用して、これらの任意のフィールド
をクエリし、データを収集したり、問題を調査したりできます。詳細については、「CloudWatch Logs 
Insights を使用したログデータの分析」を参照してください。

タイプ ログフィールド 送信元 計算式またはコ
メント

ポッド pod_cpu_utilization 計算 計算式:
pod_cpu_usage_total / 
node_cpu_limit

ポッド pod_cpu_usage_total

pod_cpu_usage_total はミリコア単位で報
告されます。

cadvisor

ポッド pod_cpu_limit 計算 計算式:
sum(container_cpu_limit)
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タイプ ログフィールド 送信元 計算式またはコ
メント
ポッドのいずれ
かのコンテナ
で、定義され
た CPU 制限が
ない場合、この
フィールドはロ
グイベントに表
示されません。

ポッド pod_cpu_request 計算 計算式:
sum(container_cpu_request)

container_cpu_request
の設定は保証さ
れません。設定
されているもの
のみが合計に含
まれます。

ポッド pod_cpu_utilization_over_pod_limit 計算 計算式:
pod_cpu_usage_total / 
pod_cpu_limit

ポッド pod_cpu_reserved_capacity 計算 計算式:
pod_cpu_request / 
node_cpu_limit

ポッド pod_memory_utilization 計算 計算式:
pod_memory_working_set / 
node_memory_limit

これは、ノード
のメモリ制限に
対する Pod メモ
リ使用量の割合
です。

ポッド pod_memory_working_set cadvisor

ポッド pod_memory_limit 計算 計算式:
sum(container_memory_limit)

ポッドのいずれ
かのコンテナ
に、定義され
たメモリ制限が
ない場合、この
フィールドはロ
グイベントに表
示されません。
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タイプ ログフィールド 送信元 計算式またはコ
メント

ポッド pod_memory_request 計算 計算式:
sum(container_memory_request)

container_memory_request
の設定は保証さ
れません。設定
されているもの
のみが合計に含
まれます。

ポッド pod_memory_utilization_over_pod_limit計算 計算式:
pod_memory_working_set / 
pod_memory_limit

ポッドのいずれ
かのコンテナ
に、定義され
たメモリ制限が
ない場合、この
フィールドはロ
グイベントに表
示されません。

ポッド pod_memory_reserved_capacity 計算 計算式:
pod_memory_request / 
node_memory_limit

ポッド pod_network_tx_bytes 計算 計算式:
sum(pod_interface_network_tx_bytes)

このデータは、
ポッドごとに
すべてのネッ
トワークイン
ターフェイス
で使用できま
す。CloudWatch 
エージェントが
合計を計算し、
メトリクス抽出
ルールを追加し
ます。

ポッド pod_network_rx_bytes 計算 計算式:
sum(pod_interface_network_rx_bytes)

ポッド pod_network_total_bytes 計算 計算式:
pod_network_rx_bytes 
+ 
pod_network_tx_bytes
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タイプ ログフィールド 送信元 計算式またはコ
メント

PodNet pod_interface_network_rx_bytes cadvisor このデータは、
ポッドネット
ワークインター
フェイスの 1 秒
あたりのネット
ワーク rx バイト
です。

PodNet pod_interface_network_tx_bytes cadvisor このデータは、
ポッドネット
ワークインター
フェイスの 1 秒
あたりのネット
ワーク tx バイト
です。

コンテナ container_cpu_usage_total cadvisor

コンテナ container_cpu_limit cadvisor 設定は保証され
ていません。設
定されていない
場合は出力され
ません。

コンテナ container_cpu_request cadvisor 設定は保証され
ていません。設
定されていない
場合は出力され
ません。

コンテナ container_memory_working_set cadvisor

コンテナ container_memory_limit ポッド 設定は保証され
ていません。設
定されていない
場合は出力され
ません。

コンテナ container_memory_request ポッド 設定は保証され
ていません。設
定されていない
場合は出力され
ません。

ContainerFS container_filesystem_capacity ポッド このデータは
ディスクデバイ
スごとに使用で
きます。

ContainerFS container_filesystem_usage ポッド このデータは
ディスクデバイ
スごとに使用で
きます。
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タイプ ログフィールド 送信元 計算式またはコ
メント

ContainerFS container_filesystem_utilization 計算 計算式:
container_filesystem_usage / 
container_filesystem_capacity

このデータはデ
バイス名ごとに
使用できます。

ノード node_cpu_utilization 計算 計算式:
node_cpu_usage_total / 
node_cpu_limit

ノード node_cpu_usage_total cadvisor

ノード node_cpu_limit /proc

ノード node_cpu_request 計算 計算式:
sum(pod_cpu_request)

ノード node_cpu_reserved_capacity 計算 計算式:
node_cpu_request / 
node_cpu_limit

ノード node_memory_utilization 計算 計算式:
node_memory_working_set / 
node_memory_limit

ノード node_memory_working_set cadvisor

ノード node_memory_limit /proc

ノード node_memory_request 計算 計算式:
sum(pod_memory_request)

ノード node_memory_reserved_capacity 計算 計算式:
node_memory_request / 
node_memory_limit

ノード node_network_rx_bytes 計算 計算式:
sum(node_interface_network_rx_bytes)

ノード node_network_tx_bytes 計算 計算式:
sum(node_interface_network_tx_bytes)

ノード node_network_total_bytes 計算 計算式:
node_network_rx_bytes 
+ 
node_network_tx_bytes

ノード node_number_of_running_pods ポッドリスト

ノード node_number_of_running_containers ポッドリスト
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タイプ ログフィールド 送信元 計算式またはコ
メント

NodeNet node_interface_network_rx_bytes cadvisor このデータは、
ワーカーノード
ネットワークイ
ンターフェイス
の 1 秒あたりの
ネットワーク rx 
バイトです。

NodeNet node_interface_network_tx_bytes cadvisor このデータは、
ワーカーノード
ネットワークイ
ンターフェイス
の 1 秒あたりの
ネットワーク tx 
バイトです。

NodeFS node_filesystem_capacity cadvisor

NodeFS node_filesystem_usage cadvisor

NodeFS node_filesystem_utilization 計算 計算式:
node_filesystem_usage / 
node_filesystem_capacity

このデータはデ
バイス名ごとに
使用できます。

クラスター cluster_failed_node_count API サーバー

クラスター cluster_node_count API サーバー

サービス service_number_of_running_pods API サーバー

名前空間 namespace_number_of_running_pods API サーバー

メトリクスの計算例
このセクションには、前述の表の一部の値を計算する方法を示す例が含まれています。

次の状態のクラスターがあるとします。

Node1 
   node_cpu_limit = 4 
   node_cpu_usage_total = 3 
    
   Pod1 
     pod_cpu_usage_total = 2 
      
     Container1 
        container_cpu_limit = 1 
        container_cpu_request = 1 
        container_cpu_usage_total = 0.8 
         
     Container2 
        container_cpu_limit = null 
        container_cpu_request = null 
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        container_cpu_usage_total = 1.2 
         
   Pod2 
     pod_cpu_usage_total = 0.4 
      
     Container3 
        container_cpu_limit = 1 
        container_cpu_request = 0.5 
        container_cpu_usage_total = 0.4 
         
Node2 
   node_cpu_limit = 8 
   node_cpu_usage_total = 1.5 
    
   Pod3 
     pod_cpu_usage_total = 1 
      
     Container4 
        container_cpu_limit = 2 
        container_cpu_request = 2 
        container_cpu_usage_total = 1

以下の表は、このデータを使用してポッド CPU メトリクスがどのように計算されるかを示しています。

メトリクス 計算式 Pod1 Pod2 Pod3

pod_cpu_utilization pod_cpu_usage_total / 
node_cpu_limit

2 / 4 = 50% 0.4 / 4 = 
10%

1 / 8 = 
12.5%

pod_cpu_utilization_over_pod_limitpod_cpu_usage_total / 
sum(container_cpu_limit)

該当なし 
(Container2
の CPU 制
限が定義さ
れていない
ため)

0.4 / 1 = 
40%

1 / 2 = 50%

pod_cpu_reserved_capacitysum(container_cpu_request) / 
node_cpu_limit

(1 + 0) / 4 = 
25%

0.5 / 4 = 
12.5%

2 / 8 = 25%

以下の表は、このデータを使用してノードの CPU メトリクスがどのように計算されるかを示していま
す。

メトリクス 計算式 Node1 Node2

node_cpu_utilization node_cpu_usage_total / 
node_cpu_limit

3 / 4 = 75% 1.5 / 8 = 
18.75%

node_cpu_reserved_capacitysum(pod_cpu_request) / 
node_cpu_limit

1.5 / 4 = 
37.5%

2 / 8 = 25%

Container Insights の Prometheus メトリクスのモニ
ターリング
CloudWatch Container Insights で Prometheus をモニターリングすると、コンテナ化されたシステムと
ワークロードからの Prometheus メトリクスの検出が自動化されます。Prometheus はオープンソースの
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システムモニターリングおよび警告ツールキットです。詳細については、Prometheus のドキュメントの
「What is Prometheus?」を参照してください。

Prometheus メトリクスの検出は、Amazon Elastic Container Service、Amazon Elastic Kubernetes 
Service、および Amazon EC2 インスタンスで実行されている Kubernetes クラスターでサポートされてい
ます。Prometheus カウンタ、ゲージ、およびサマリーメトリクスタイプが収集されます。ヒストグラム
メトリクスのサポートは、今後のリリースで予定されています。

Amazon ECS クラスターと Amazon EKS クラスターでは、EC2 と Fargate の両方の起動タイプがサポー
トされています。Container Insights は、複数のワークロードからメトリクスを自動的に収集し、任意の
ワークロードからメトリクスを収集するように設定できます。

Prometheus は、CloudWatch でカスタムメトリクスを取り込むオープンソースかつオープンスタンダー
ドな方法として採用できます。Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントは、Prometheus メ
トリクスを検出して収集し、アプリケーションのパフォーマンスの低下や障害をより迅速にモニターリン
グ、トラブルシューティング、警告します。これにより、オブザーバビリティを強化するために必要なモ
ニターリングツールの数も削減されます。

Container Insights の Prometheus サポートでは、収集、保存、分析などのメトリクスとログの使用量に応
じて課金されます。詳細については、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

一部のワークロード用に構築済みのダッシュボード

Container Insights Prometheus ソリューションには、このセクションに記載されている一般的なワーク
ロード用の事前構築済みのダッシュボードが含まれています。これらのワークロードの設定例について
は、「(オプション) Prometheus メトリクスのテストのためにコンテナ化された Amazon ECS のサンプル
ワークロードを設定する (p. 563)」および「(オプション) Prometheus メトリクスのテストのためにコン
テナ化された Amazon EKS サンプルワークロードを設定する (p. 601)」を参照してください。

エージェント設定ファイルを編集して、他のコンテナ化されたサービスおよびアプリケーションから 
Prometheus メトリクスを収集するように Container Insights を設定することもできます。

Amazon EC2 インスタンスで実行されている Amazon EKS クラスターおよび Kubernetes クラスター用の
事前構築済みのダッシュボードを使用したワークロードには、以下があります。

• AWS App Mesh
• NGINX
• Memcached
• Java/JMX
• HAProxy

Amazon ECS クラスター用の事前構築済みダッシュボードを使用したワークロードには、以下がありま
す。

• AWS App Mesh
• Java/JMX
• NGINX
• NGINX Plus

Amazon ECS クラスターで Prometheus メトリクスコレクショ
ンをセットアップおよび設定する
Amazon ECS クラスターから Prometheus メトリクスを収集するには、CloudWatch エージェントをコ
レクターとして使用するか、AWS Distro for OpenTelemetry コレクターを使用できます。AWS Distro for 
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OpenTelemetry コレクターの使用については、https://aws-otel.github.io/docs/getting-started/container-
insights/ecs-prometheus を参照してください。

以下のセクションでは、CloudWatch エージェントをコレクターとして使用して Prometheus メトリクス
を取得する方法について説明します。Amazon ECS を実行しているクラスターに Prometheus モニターリ
ングを使用して CloudWatch エージェントをインストールし、オプションで追加のターゲットをスクレイ
プするようにエージェントを設定することができます。また、これらのセクションでは、Prometheus モ
ニターリングでのテストに使用するサンプルワークロードを設定するためのオプションのチュートリアル
も提供します。

Amazon ECS の Container Insights は、Prometheus メトリクスの次の起動タイプとネットワークモードの
組み合わせをサポートしています。

Amazon ECS 起動タイプ サポートされているネットワークモード

EC2 (Linux) ブリッジ、ホストおよび awsvpc

Fargate awsvpc

VPC セキュリティグループの要件

Prometheus ワークロードのセキュリティグループの受信ルールでは、Prometheus のメトリクスをプライ
ベート IP でスクレイピングするために、CloudWatch エージェントへの Prometheus ポートを開く必要が
あります。

CloudWatch エージェントのセキュリティグループの出力ルールでは、CloudWatch エージェントがプライ
ベート IP によって Prometheus ワークロードのポートに接続できるようにする必要があります。

トピック
• Amazon ECS クラスターに Prometheus メトリクスコレクションを持つ CloudWatch エージェントを

インストールする (p. 550)
• 追加の Prometheus ソースのスクレイピングと、それらのメトリクスのインポート (p. 554)
• (オプション) Prometheus メトリクスのテストのためにコンテナ化された Amazon ECS のサンプル

ワークロードを設定する (p. 563)

Amazon ECS クラスターに Prometheus メトリクスコレクションを持つ 
CloudWatch エージェントをインストールする
このセクションでは、Amazon ECS を実行しているクラスターで Prometheus モニターリングを使用し
て CloudWatch エージェントをセットアップする方法について説明します。これを行うと、エージェント
は、そのクラスターで実行されている次のワークロードのメトリクスを自動的にスクレイプし、インポー
トします。

• AWS App Mesh
• Java/JMX

また、追加の Prometheus ワークロードとソースからメトリクスをスクレイプしてインポートするように
エージェントを設定することもできます。

IAM ロールの設定

CloudWatch エージェントタスク定義には、2 つの IAM ロールが必要です。Container Insights がこれらの
ロールを作成するように CreateIAMRoles=True スタックで AWS CloudFormation を指定すると、ロー
ルは正しいアクセス許可によって作成されます。お客様自身でロールを作成する場合、または既存のロー
ルを使用する場合は、次のロールとアクセス許可が必要です。
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• CloudWatch エージェントの ECS タスクロール – CloudWatch エージェントコンテナはこのロールを使
用します。これには、CloudWatchAgentServerPolicy ポリシーと、次の読み取り専用のアクセス許可を
含むカスタマー管理ポリシーが含まれている必要があります。
• ec2:DescribeInstances
• ecs:ListTasks
• ecs:ListServices
• ecs:DescribeContainerInstances
• ecs:DescribeServices
• ecs:DescribeTasks
• ecs:DescribeTaskDefinition

• CloudWatch エージェント ECS タスク実行ロール – これは、コンテナを起動して実行するために 
Amazon ECS が必要とするロールです。タスク実行ロールに [AmazonSSMReadOnlyAccess]、
[AmazonECSTaskExecutionRolePolicy]、および [CloudWatchAgentServerPolicy] ポリシーがアタッチ
されていることを確認します。Amazon ECS で使用するためにより機密性の高いデータを保存する場合
は、「機密データの指定」を参照してください。

を使用して、Prometheus モニターリングを使用する CloudWatch エージェントをインストールす
るAWS CloudFormation

AWS CloudFormation を使用して、Amazon ECS クラスターの Prometheus モニターリングで 
CloudWatch エージェントをインストールします。次のリストは、AWS CloudFormation テンプレートで
使用するパラメータを示しています。

• EcsClusterName – ターゲット Amazon ECS クラスターを指定します。
• CreateIamRoles – Amazon ECS タスク実行ロールと Amazon ECS タスクロールの新しいロールを作成

するときに True を指定します 。既存のロールを再利用する場合に False を指定します。
• TaskRoleName – [CreateIAMRoles] に True を指定した場合、新しい Amazon ECS タスクロールに使

用する名前を指定します。[CreateIAMRoles] に False を指定した場合、Amazon ECS タスクロールと
して使用する既存のロールを指定します。

• ExecutionRoleName – [CreateIAMRoles] に True を指定した場合、新しい Amazon ECS タスク実行
ロールに使用する名前を指定します。[CreateIAMRoles] に False を指定した場合、Amazon ECS タス
ク実行ロールとして使用する既存のロールを指定します。

• ECSNetworkMode – EC2 起動タイプを使用している場合、ここでネットワークモードを指定します。こ
れは bridge または host である必要があります。

• ECSLaunchType – fargate または EC2 を指定します。
• SecurityGroupID – [ECSNetworkMode] が awsvpc である場合、ここでセキュリティグループ ID を指定

します。
• SubnetID – ECSNetworkMode が awsvpc の場合、ここでサブネット ID を指定します。

コマンドサンプル

このセクションでは、さまざまなシナリオで Prometheus モニターリングを使用して Container Insights を
インストールするためのサンプル AWS CloudFormation コマンドについて説明します。

Note

次の設定ステップでは、デフォルトで匿名ユーザーとして Docker Hub からコンテナイメージを
プルします。このプルは、レート制限の対象となる場合があります。詳細については、「」を参
照してくださいCloudWatch エージェントコンテナイメージ (p. 470)

ブリッジネットワークモードで Amazon ECS クラスターの AWS CloudFormation スタックを作成する

export AWS_PROFILE=your_aws_config_profile_eg_default
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export AWS_DEFAULT_REGION=your_aws_region_eg_ap-southeast-1
export ECS_CLUSTER_NAME=your_ec2_ecs_cluster_name
export ECS_NETWORK_MODE=bridge
export CREATE_IAM_ROLES=True
export ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
export ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-prometheus/
cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml

aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-${ECS_CLUSTER_NAME}-
EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=${ECS_CLUSTER_NAME} \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=${CREATE_IAM_ROLES} \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=${ECS_NETWORK_MODE} \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=${ECS_TASK_ROLE_NAME} \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=${ECS_EXECUTION_ROLE_NAME} \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region ${AWS_DEFAULT_REGION} \ 
    --profile ${AWS_PROFILE}

ホストネットワークモードで Amazon ECS クラスターの AWS CloudFormation スタックを作成する

export AWS_PROFILE=your_aws_config_profile_eg_default
export AWS_DEFAULT_REGION=your_aws_region_eg_ap-southeast-1
export ECS_CLUSTER_NAME=your_ec2_ecs_cluster_name
export ECS_NETWORK_MODE=host
export CREATE_IAM_ROLES=True
export ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
export ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-prometheus/
cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml

aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-${ECS_CLUSTER_NAME}-
EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=${ECS_CLUSTER_NAME} \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=${CREATE_IAM_ROLES} \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=${ECS_NETWORK_MODE} \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=${ECS_TASK_ROLE_NAME} \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=${ECS_EXECUTION_ROLE_NAME} 
 \  
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region ${AWS_DEFAULT_REGION} \ 
    --profile ${AWS_PROFILE}

awsvpc ネットワークモードで Amazon ECS クラスターの AWS CloudFormation スタックを作成する

export AWS_PROFILE=your_aws_config_profile_eg_default
export AWS_DEFAULT_REGION=your_aws_region_eg_ap-southeast-1
export ECS_CLUSTER_NAME=your_ec2_ecs_cluster_name
export ECS_LAUNCH_TYPE=EC2
export CREATE_IAM_ROLES=True
export ECS_CLUSTER_SECURITY_GROUP=your_security_group_eg_sg-xxxxxxxxxx
export ECS_CLUSTER_SUBNET=your_subnet_eg_subnet-xxxxxxxxxx
export ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
export ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name
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curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-prometheus/
cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml

aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-${ECS_CLUSTER_NAME}-
${ECS_LAUNCH_TYPE}-awsvpc \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=${ECS_CLUSTER_NAME} \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=${CREATE_IAM_ROLES} \ 
                 ParameterKey=ECSLaunchType,ParameterValue=${ECS_LAUNCH_TYPE} \ 
                 ParameterKey=SecurityGroupID,ParameterValue=${ECS_CLUSTER_SECURITY_GROUP} 
 \ 
                 ParameterKey=SubnetID,ParameterValue=${ECS_CLUSTER_SUBNET} \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=${ECS_TASK_ROLE_NAME} \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=${ECS_EXECUTION_ROLE_NAME} \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region ${AWS_DEFAULT_REGION} \ 
    --profile ${AWS_PROFILE}

awsvpc ネットワークモードでの Fargate クラスターの AWS CloudFormation スタックの作成

export AWS_PROFILE=your_aws_config_profile_eg_default
export AWS_DEFAULT_REGION=your_aws_region_eg_ap-southeast-1
export ECS_CLUSTER_NAME=your_ec2_ecs_cluster_name
export ECS_LAUNCH_TYPE=FARGATE
export CREATE_IAM_ROLES=True
export ECS_CLUSTER_SECURITY_GROUP=your_security_group_eg_sg-xxxxxxxxxx
export ECS_CLUSTER_SUBNET=your_subnet_eg_subnet-xxxxxxxxxx
export ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
export ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name            

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-prometheus/
cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml

aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-${ECS_CLUSTER_NAME}-
${ECS_LAUNCH_TYPE}-awsvpc \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=${ECS_CLUSTER_NAME} \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=${CREATE_IAM_ROLES} \ 
                 ParameterKey=ECSLaunchType,ParameterValue=${ECS_LAUNCH_TYPE} \ 
                 ParameterKey=SecurityGroupID,ParameterValue=${ECS_CLUSTER_SECURITY_GROUP} 
 \ 
                 ParameterKey=SubnetID,ParameterValue=${ECS_CLUSTER_SUBNET} \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=${ECS_TASK_ROLE_NAME} \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=${ECS_EXECUTION_ROLE_NAME} \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region ${AWS_DEFAULT_REGION} \ 
    --profile ${AWS_PROFILE}

AWS スタックによって作成された AWS CloudFormation リソース

次の表は、AWS を使用して Amazon ECS クラスターで Prometheus モニターリングを使用した 
Container Insights をセットアップするときに作成される AWS CloudFormation リソースの一覧です。

リソースタ
イプ

リソース名 コメント

AWS::SSM::ParameterAmazonCloudWatch-CWAgentConfig-
$ECS_CLUSTER_NAME-
$ECS_LAUNCH_TYPE-
$ECS_NETWORK_MODE

これは、デフォルト App Mesh および 
Java/JMX 埋め込みメトリクス形式定義を
持つ CloudWatch エージェントです。
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リソースタ
イプ

リソース名 コメント

AWS::SSM::ParameterAmazonCloudWatch-
PrometheusConfigName-
$ECS_CLUSTER_NAME-
$ECS_LAUNCH_TYPE-
$ECS_NETWORK_MODE

これは Prometheus のスクレイピング設定
です。

AWS::IAM::Role$ECS_TASK_ROLE_NAME。 Amazon ECS タスクロール。これ
は、True に CREATE_IAM_ROLES を指定
した場合にのみ作成されます 。

AWS::IAM::Role${ECS_EXECUTION_ROLE_NAME} Amazon ECS タスク実行ロール。これ
は、True に CREATE_IAM_ROLES を指定
した場合にのみ作成されます 。

AWS::ECS::TaskDefinitioncwagent-prometheus-
$ECS_CLUSTER_NAME-
$ECS_LOUNCH_TYPE-
$ECS_NETWORK_MODE

AWS::ECS::Servicecwagent-prometheus-replica-
service-$ECS_LAUNCH_TYPE-
$ECS_NETWORK_MODE

Prometheus モニターリングを使用した CloudWatch エージェントの AWS CloudFormation ス
タックの削除

Amazon ECS クラスターから CloudWatch エージェントを削除するには、次のコマンドを入力します。

export AWS_PROFILE=your_aws_config_profile_eg_default
export AWS_DEFAULT_REGION=your_aws_region_eg_ap-southeast-1
export CLOUDFORMATION_STACK_NAME=your_cloudformation_stack_name

aws cloudformation delete-stack \
--stack-name ${CLOUDFORMATION_STACK_NAME} \
--region ${AWS_DEFAULT_REGION} \
--profile ${AWS_PROFILE}

追加の Prometheus ソースのスクレイピングと、それらのメトリクスのインポー
ト

Prometheus モニターリングを使用した CloudWatch エージェントは、Prometheus メトリクスをスクレイ
プするために 2 つの設定が必要です。1 つは標準の Prometheus 設定用で、Prometheus ドキュメントの
「<scrape_config>」に記載されています。もう 1 つは CloudWatch エージェント設定用です。

Amazon ECS クラスターでは、設定は Amazon ECS タスク定義のシークレットによって AWS Systems 
Manager の Parameter Store と統合されます。

• このシークレット PROMETHEUS_CONFIG_CONTENT は、Prometheus スクレイプ設定用です。
• このシークレット CW_CONFIG_CONTENT は、 CloudWatch エージェント設定用です。

追加の Prometheus メトリクスソースをスクレイプし、それらのメトリクスを CloudWatch にインポート
するには、Prometheus スクレイプ設定と CloudWatch エージェント設定の両方を変更し、更新された設
定でエージェントを再デプロイします。
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VPC セキュリティグループの要件

Prometheus ワークロードのセキュリティグループの受信ルールでは、Prometheus のメトリクスをプライ
ベート IP でスクレイピングするために、CloudWatch エージェントへの Prometheus ポートを開く必要が
あります。

CloudWatch エージェントのセキュリティグループの出力ルールでは、CloudWatch エージェントがプライ
ベート IP によって Prometheus ワークロードのポートに接続できるようにする必要があります。

Prometheus スクレイプ設定

この CloudWatch エージェントは、Prometheus のドキュメントの「<scrape_config>」に記載されてい
るように、標準の Prometheus スクレイプ設定をサポートしています。このセクションを編集して、この
ファイルに既に含まれている設定を更新したり、Prometheus スクレイピングターゲットを追加したりで
きます。デフォルトでは、サンプル設定ファイルに次のグローバル設定行が含まれています。

global: 
  scrape_interval: 1m 
  scrape_timeout: 10s

• scrape_interval – ターゲットをスクレイプする頻度を定義します。
• scrape_timeout – スクレイプリクエストがタイムアウトするまでの待機時間を定義します。

また、ジョブレベルでこれらの設定に対して異なる値を定義し、グローバル設定をオーバーライドするこ
ともできます。

Prometheus スクレイピングジョブ

CloudWatch エージェント YAML ファイルには、既にいくつかのデフォルトのスクレイピングジョブが
設定されています。例えば、cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml などの
Amazon ECS の YAML ファイルでは、デフォルトのスクレイピングジョブが ecs_service_discovery
セクションで設定されています。

"ecs_service_discovery": { 
                  "sd_frequency": "1m", 
                  "sd_result_file": "/tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml", 
                  "docker_label": { 
                  }, 
                  "task_definition_list": [ 
                    { 
                      "sd_job_name": "ecs-appmesh-colors", 
                      "sd_metrics_ports": "9901", 
                      "sd_task_definition_arn_pattern": ".*:task-definition\/.*-
ColorTeller-(white):[0-9]+", 
                      "sd_metrics_path": "/stats/prometheus" 
                    }, 
                    { 
                      "sd_job_name": "ecs-appmesh-gateway", 
                      "sd_metrics_ports": "9901", 
                      "sd_task_definition_arn_pattern": ".*:task-definition/.*-
ColorGateway:[0-9]+", 
                      "sd_metrics_path": "/stats/prometheus" 
                    } 
                  ] 
                }

これらのデフォルトターゲットはそれぞれスクレイピングされ、メトリクスは埋め込まれたメトリクス
形式を使用してログイベントで CloudWatch に送信されます。詳細については、「」を参照してくださ
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いCloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットを使用して高カーディナリティログを取り込み、メトリ
クスを生成する (p. 995)

Amazon ECS クラスターからのログイベントは、[/aws/ecs/containerinsights/cluster_name/prometheus] 
ロググループに保存されます。

各スクレイピングジョブは、このロググループ内の異なるログストリームに含まれています。

新しいスクレイピングターゲットを追加するには、YAML ファイルの task_definition_list セクショ
ンの ecs_service_discovery セクションに新しいエントリを追加し、エージェントを再起動します。
このプロセスの例については、「新しい Prometheus スクレイピングターゲットを追加するためのチュー
トリアル: Prometheus API サーバーメトリクス (p. 598)」を参照してください。

Prometheus の CloudWatch エージェント設定

CloudWatch エージェント設定ファイルには、Prometheus スクレイピング設定の prometheus の
metrics_collected セクションがあります。これには、次の設定オプションが含まれます。

• cluster_name – ログイベントのラベルとして追加されるクラスター名を指定します。このフィールドは
オプションです。これを省略すると、エージェントは Amazon ECS クラスター名を検出できます。

• log_group_name – スクレイプされた Prometheus メトリクスのロググループ名を指定します。この
フィールドはオプションです。これを省略すると、CloudWatch では Amazon ECS クラスターからのロ
グに/aws/ecs/containerinsights/cluster_name/prometheusが使用されます。

• prometheus_config_path – Prometheus スクレイプ設定ファイルパスを指定します。このフィールドの
値が env: で始まる場合、Prometheus スクレイプ設定ファイルの内容は、コンテナの環境変数から取
得されます。このフィールドは変更しないでください。

• ecs_service_discovery – Amazon ECS Prometheus ターゲット自動検出関数の設定を指定するセクショ
ンです。Prometheus ターゲットを検出するには、コンテナの docker ラベルに基づく検出と、Amazon 
ECS タスク定義の ARN 正規表現に基づく検出の 2 つのモードがサポートされています。2 つのモード
を一緒に使用すると、CloudWatch エージェントは {private_ip}:{port}/{metrics_path} に基づいて検出され
たターゲットの重複排除を行います。

ecs_service_discovery セクションには、次のフィールドを含めることができます。
• sd_frequency は、Prometheus エクスポーターを検出する頻度です。数値と単位サフィックスを指

定します。例えば、1m の場合は 1 分に 1 回、30s の場合は 30 秒に 1 回です。有効な単位サフィック
スは、ns、us、ms、s、m、h です。

このフィールドはオプションです。デフォルト値は 60 秒 (1 分) です。
• sd_target_cluster は、自動検出のターゲット Amazon ECS クラスター名です。このフィール

ドはオプションです。デフォルトは、CloudWatch エージェントがインストールされている Amazon 
ECS クラスターの名前です。

• sd_cluster_region は、ターゲット Amazon ECS クラスターのリージョンです。このフィール
ドはオプションです。デフォルトは、CloudWatch エージェントがインストールされている Amazon 
ECS クラスターのリージョンです。

• sd_result_file は、Prometheus ターゲット結果の YAML ファイルのパスです。Prometheus スク
レイプ設定は、このファイルを参照します。

• docker_label は、docker のラベルベースのサービス検出の設定を指定するために使用できるオプ
ションのセクションです。このセクションを省略すると、docker のラベルベースの検出は使用されま
せん。このセクションには、次のフィールドを含めることができます。
• sd_port_label は、Prometheus メトリクスのコンテナポートを指定するコンテナの docker ラ

ベル名です。デフォルト値は、「ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT」です。コンテナにこの 
docker ラベルがない場合、CloudWatch エージェントはそれをスキップします。

• sd_metrics_path_label は、Prometheus メトリクスパスを指定するコンテナの docker ラベル
名です。デフォルト値は、「ECS_PROMETHEUS_METRICS_PATH」です。コンテナにこの docker 
ラベルがない場合、エージェントはデフォルトパス /metrics を引き受けます。
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• sd_job_name_label は、Prometheus スクレイプジョブ名を指定するコンテナの docker ラベル
名です。デフォルト値は、「job」です。コンテナにこの docker ラベルがない場合、CloudWatch 
エージェントは Prometheus スクレイプ設定でジョブ名を使用します。

• task_definition_list は、タスク定義ベースのサービス検出の設定を指定するために使用できる
オプションのセクションです。このセクションを省略すると、タスク定義ベースの検出は使用されま
せん。このセクションには、次のフィールドを含めることができます。
• sd_task_definition_arn_pattern は、検出する Amazon ECS タスク定義を指定するために

使用するパターンです。これは正規表現です。
• sd_metrics_ports に、Prometheus メトリクスの containerPort を示します。containerPort はセ

ミコロンで区切ります。
• sd_container_name_pattern は、Amazon ECS タスクコンテナ名を指定します。これは正規表

現です。
• sd_metrics_path は、Prometheus のメトリクスパスを指定します。これを省略すると、エー

ジェントはデフォルトのパス /metrics を引き受けます。
• sd_job_name Prometheus スクレイプジョブ名を指定します。このフィールドを省略する

と、CloudWatch エージェントは Prometheus スクレイプ設定のジョブ名を使用します。
• service_name_list_for_tasks は、サービス名ベースの検出の設定を指定するために使用できる

オプションのセクションです。このセクションを省略すると、サービス名ベースの検出は使用されま
せん。このセクションには、次のフィールドを含めることができます。
• sd_service_name_pattern は、タスクを検出する Amazon ECS サービスを指定するために使

用するパターンです。これは正規表現です。
• sd_metrics_ports は、Prometheus メトリクスの containerPort をリストします。複数の
containerPorts をセミコロンで区切ります。

• sd_container_name_pattern は、Amazon ECS タスクコンテナ名を指定します。これは正規表
現です。

• sd_metrics_path は、Prometheus のメトリクスパスを指定します。これを省略すると、エー
ジェントはデフォルトのパス /metrics を引き受けます。

• sd_job_name Prometheus スクレイプジョブ名を指定します。このフィールドを省略する
と、CloudWatch エージェントは Prometheus スクレイプ設定のジョブ名を使用します。

• metric_declaration – 生成されるメトリクス形式が埋め込まれたログの配列を指定するセクショ
ンです。CloudWatch エージェントがインポートする各 Prometheus ソースには、デフォルトで
metric_declaration セクションがあります。これらの各セクションには、次のフィールドが含まれ
ています。
• label_matcher は、 に表示されているラベルの値をチェックする正規表現で

す。source_labels一致するメトリクスは、CloudWatch に送信される埋め込みメトリクス形式に含
めることができます。

source_labels で複数のラベルを指定する場合は、^ の正規表現に $ や label_matcher 文字を使
用しないことをお勧めします。

• source_labels は、label_matcher 行によってチェックされるラベルの値を指定します。
• label_separator は、複数の  label_matcher が指定されている場合に、source_labels

行で使用するセパレータを指定します。デフォルトは ; です。このデフォルトは、次の例の
label_matcher 行で使用されています。

• metric_selectors は、収集され、CloudWatch に送信されるメトリクスを指定する正規表現です。
• dimensions は、選択した各メトリクスの CloudWatch ディメンションとして使用されるラベルのリ

ストです。

次の metric_declaration の例を参照してください。

"metric_declaration": [ 
  { 
     "source_labels":[ "Service", "Namespace"], 
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     "label_matcher":"(.*node-exporter.*|.*kube-dns.*);kube-system$", 
     "dimensions":[ 
        ["Service", "Namespace"] 
     ], 
     "metric_selectors":[ 
        "^coredns_dns_request_type_count_total$" 
     ] 
  }
]

この例では、次の条件が満たされた場合にログイベントとして送信される埋め込みメトリクス形式セク
ションを設定します。

• Service の値には node-exporter または kube-dns が含まれます。
• Namespace の値は kube-system です。
• Prometheus メトリクス coredns_dns_request_type_count_total には、Service ラベルおよび
Namespace ラベルの両方が含まれます。

送信されるログイベントには、次の強調表示されたセクションが含まれます。

{ 
   "CloudWatchMetrics":[ 
      { 
         "Metrics":[ 
            { 
               "Name":"coredns_dns_request_type_count_total" 
            } 
         ], 
         "Dimensions":[ 
            [ 
               "Namespace", 
               "Service" 
            ] 
         ], 
         "Namespace":"ContainerInsights/Prometheus" 
      } 
   ],
   "Namespace":"kube-system", 
   "Service":"kube-dns", 
   "coredns_dns_request_type_count_total":2562, 
   "eks_amazonaws_com_component":"kube-dns", 
   "instance":"192.168.61.254:9153", 
   "job":"kubernetes-service-endpoints", 
   ...
}

Amazon ECS クラスターでの自動検出の詳細ガイド

Prometheus には、<scrape_config>で説明されているように、多数の動的なサービス検出メカニズムが用
意されています。ただし、Amazon ECS の組み込みサービス検出はありません。CloudWatch エージェン
トはこのメカニズムを追加します。

Amazon ECS Prometheus サービス検出を有効にするときに、CloudWatch エージェントは定期的に 
Amazon ECS および Amazon EC2 フロントエンドに対して次の API コールを行い、ターゲット ECS クラ
スターで実行中の ECS タスクのメタデータを取得します。

EC2:DescribeInstances
ECS:ListTasks
ECS:ListServices
ECS:DescribeContainerInstances
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ECS:DescribeServices
ECS:DescribeTasks
ECS:DescribeTaskDefinition

このメタデータは、ECS クラスター内の Prometheus ターゲットをスキャンするために CloudWatch エー
ジェントによって使用されます。CloudWatch エージェントは、次の 3 つのサービス検出モードをサポー
トします。

• コンテナドッカーのラベルベースのサービス検出
• ECS タスク定義 ARN 正規表現ベースのサービス検出
• ECS サービス名正規表現ベースのサービス検出

すべてのモードを一緒に使用することができます。CloudWatch エージェントは、{private_ip}:
{port}/{metrics_path} に基づいて検出されたターゲットの重複を解除します。

検出されたターゲットはすべて、CloudWatch エージェントコンテナ内の sd_result_file 設定フィー
ルドで指定された結果ファイルに書き込まれます。次に、結果ファイルの例を示します。

- targets: 
  - 10.6.1.95:32785 
  labels: 
    __metrics_path__: /metrics 
    ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT: "9406" 
    ECS_PROMETHEUS_JOB_NAME: demo-jar-ec2-bridge-dynamic 
    ECS_PROMETHEUS_METRICS_PATH: /metrics 
    InstanceType: t3.medium 
    LaunchType: EC2 
    SubnetId: subnet-123456789012 
    TaskDefinitionFamily: demo-jar-ec2-bridge-dynamic-port 
    TaskGroup: family:demo-jar-ec2-bridge-dynamic-port 
    TaskRevision: "7" 
    VpcId: vpc-01234567890 
    container_name: demo-jar-ec2-bridge-dynamic-port 
    job: demo-jar-ec2-bridge-dynamic
- targets: 
  - 10.6.3.193:9404 
  labels: 
    __metrics_path__: /metrics 
    ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT_SUBSET_B: "9404" 
    ECS_PROMETHEUS_JOB_NAME: demo-tomcat-ec2-bridge-mapped-port 
    ECS_PROMETHEUS_METRICS_PATH: /metrics 
    InstanceType: t3.medium 
    LaunchType: EC2 
    SubnetId: subnet-123456789012 
    TaskDefinitionFamily: demo-tomcat-ec2-bridge-mapped-port 
    TaskGroup: family:demo-jar-tomcat-bridge-mapped-port 
    TaskRevision: "12" 
    VpcId: vpc-01234567890 
    container_name: demo-tomcat-ec2-bridge-mapped-port 
    job: demo-tomcat-ec2-bridge-mapped-port

この結果ファイルは、Prometheus ファイルベースのサービス検出と直接統合できます。Prometheus ファ
イルベースのサービス検出の詳細については、「<file_sd_config>」を参照してください。

結果ファイルが /tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml に書き込まれたとします。次の Prometheus スク
レイプ設定はそれを消費します。

global: 
  scrape_interval: 1m 
  scrape_timeout: 10s
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scrape_configs: 
  - job_name: cwagent-ecs-file-sd-config 
    sample_limit: 10000 
    file_sd_configs: 
      - files: [ "/tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml" ]

CloudWatch エージェントは、検出されたターゲットに対して次の追加ラベルも追加します。

• container_name
• TaskDefinitionFamily
• TaskRevision
• TaskGroup
• StartedBy
• LaunchType
• job
• __metrics_path__
• Docker のラベル

クラスターの起動タイプが EC2 の場合、次の 3 つのラベルが追加されます。

• InstanceType
• VpcId
• SubnetId

Note

正規表現 [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* と一致しない Docker ラベルは除外されます。こ
れは、Prometheus のマニュアルの「構成ファイル」 の label_name に記載されている 
Prometheus の規則と一致します。

ECS サービス検出の設定例

このセクションでは、ECS サービスの検出を示す例について説明します。

例 1

"ecs_service_discovery": { 
  "sd_frequency": "1m", 
  "sd_result_file": "/tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml", 
  "docker_label": { 
  }
}

この例では、Docker ラベルベースのサービス検出を有効にします。CloudWatch エージェントは、ECS タ
スクのメタデータを 1 分間に照会し、検出されたターゲットを CloudWatch エージェントコンテナ内の /
tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml ファイルに書き込みます。

sd_port_label セクションの docker_label のデフォルト値は ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT
です。ECS タスク内の実行中のコンテナに ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT ドッカーラベルがある
場合、CloudWatch エージェントはその値を container port として使用して、コンテナのすべての公
開ポートをスキャンします。一致するものがある場合、マッピングされたホストポートとコンテナのプラ
イベート IP を使用して、Prometheus エクスポータターゲットが private_ip:host_port の形式で構
築されます。
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sd_metrics_path_label セクションの docker_label のデフォルト値は
ECS_PROMETHEUS_METRICS_PATH です。コンテナにこのドッカーラベルがある場合、その値は
__metrics_path__ として使用されます。コンテナにこのラベルがない場合は、デフォルト値 /
metrics が使用されます。

sd_job_name_label セクションの docker_label のデフォルト値は job です。コンテナにこのドッ
カーラベルがある場合、その値はターゲットのラベルの 1 つとして追加され、Prometheus 設定で指定さ
れたデフォルトのジョブ名が置き換えられます。このドッカーラベルの値は、CloudWatch Logs ロググ
ループのログストリーム名として使用されます。

例 2

"ecs_service_discovery": { 
  "sd_frequency": "15s", 
  "sd_result_file": "/tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml", 
  "docker_label": { 
    "sd_port_label": "ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT_SUBSET_A", 
    "sd_job_name_label": "ECS_PROMETHEUS_JOB_NAME"   
  }
}

この例では、Docker ラベルベースのサービス検出を有効にします。CloudWatch エージェントは、ECS 
タスクのメタデータを 15 秒ごとに照会し、検出されたターゲットを CloudWatch エージェントコ
ンテナ内の /tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml ファイルに書き込みます。ドッカーラベルが
ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT_SUBSET_A のコンテナがスキャンされます。ドッカーラベルが
ECS_PROMETHEUS_JOB_NAME の値がジョブ名として使用されます。

例 3

"ecs_service_discovery": { 
  "sd_frequency": "5m", 
  "sd_result_file": "/tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml", 
  "task_definition_list": [ 
    { 
      "sd_job_name": "java-prometheus", 
      "sd_metrics_path": "/metrics", 
      "sd_metrics_ports": "9404; 9406", 
      "sd_task_definition_arn_pattern": ".*:task-definition/.*javajmx.*:[0-9]+" 
    }, 
    { 
      "sd_job_name": "envoy-prometheus", 
      "sd_metrics_path": "/stats/prometheus", 
      "sd_container_name_pattern": "^envoy$",  
      "sd_metrics_ports": "9901", 
      "sd_task_definition_arn_pattern": ".*:task-definition/.*appmesh.*:23" 
    } 
  ]
}

この例では、ECS タスク定義 ARN 正規表現ベースのサービス検出をイネーブルにします。CloudWatch 
エージェントは、ECS タスクのメタデータを 5 分ごとに照会し、検出されたターゲットを CloudWatch 
エージェントコンテナ内の /tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml ファイルに書き込みます。

2 つのタスク定義 ARN 通常記述セクションが定義されています。

• 最初のセクションでは、ECS タスク定義 ARN に javajmx が含まれる ECS タスクが、コンテナ
ポートスキャン用にフィルタリングされます。これらの ECS タスク内のコンテナが 9404 また
は 9406 のコンテナポートを公開する場合、マップされたホストポートとコンテナのプライベー
ト IP が Prometheus エクスポーターターゲットの作成に使用されます。sd_metrics_path の値
は __metrics_path__ から /metrics に設定します。したがって、CloudWatch エージェント
は Prometheus メトリクスを private_ip:host_port/metrics からスクレイプし、スクレイ
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プされたメトリクスは、java-prometheus ロググループ内の CloudWatch Logs の /aws/ecs/
containerinsights/cluster_name/prometheus ログストリームに送信 されます。

• 2 番目のセクションでは、ECS タスク定義 ARN に appmesh があり、version の :23 がある ECS 
タスクが、コンテナポートスキャン用にフィルタリングされます。コンテナポートを envoy 上に公
開する 9901 という名前のコンテナの場合、マッピングされたホストポートとコンテナのプライベー
ト IP が Prometheus エクスポーターターゲットの作成に使用されます。これらの ECS タスク内の値
は、9404 または 9406 のコンテナポートを公開し、マッピングされたホストポートとコンテナのプラ
イベート IP が Prometheus エクスポーターターゲットの作成に使用されます。sd_metrics_path の
値は __metrics_path__ から /stats/prometheus に設定します。したがって、CloudWatch エー
ジェントは private_ip:host_port/stats/prometheus から Prometheus メトリクスをスクレイ
プし、スクレイプされたメトリクスをロググループ envoy-prometheus 内の CloudWatch Logs の /
aws/ecs/containerinsights/cluster_name/prometheus ログストリームに送信します。

例 4

"ecs_service_discovery": { 
  "sd_frequency": "5m", 
  "sd_result_file": "/tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml", 
  "service_name_list_for_tasks": [ 
    { 
      "sd_job_name": "nginx-prometheus", 
      "sd_metrics_path": "/metrics", 
      "sd_metrics_ports": "9113", 
      "sd_service_name_pattern": "^nginx-.*" 
    }, 
    { 
      "sd_job_name": "haproxy-prometheus", 
      "sd_metrics_path": "/stats/metrics", 
      "sd_container_name_pattern": "^haproxy$"  
      "sd_metrics_ports": "8404", 
      "sd_service_name_pattern": ".*haproxy-service.*" 
    } 
  ]
}

この例では、ECS サービス名正規表現ベースのサービス検出を有効にします。CloudWatch エージェント
は、ECS サービスのメタデータを 5 分ごとに照会し、検出されたターゲットを CloudWatch エージェント
コンテナ内の /tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml ファイルに書き込みます。

2 つのサービス名正規表現セクションが定義されています。

• 最初のセクションについて、正規表現 ^nginx-.* に一致する名前を持つ ECS サービスに関連付け
られた ECS タスクがコンテナポートスキャン用にフィルタリングされます。これらの ECS タスク内
のコンテナが 9113 のコンテナポートを公開する場合、マップされたホストポートとコンテナのプラ
イベート IP が Prometheus エクスポーターターゲットの作成に使用されます。sd_metrics_path
の値は __metrics_path__ から /metrics に設定します。したがって、CloudWatch エージェン
トは Prometheus メトリクスを private_ip:host_port/metrics からスクレイプし、スクレイ
プされたメトリクスは、nginx-prometheus ロググループ内の CloudWatch Logs の /aws/ecs/
containerinsights/cluster_name/prometheus ログストリームに送信されます。

• または、2 つ目のセクションについて、正規表現 .*haproxy-service.* に一致する名前を持つ ECS 
サービスに関連付けられた ECS タスクがコンテナポートスキャン用にフィルタリングされます。コ
ンテナポートを 8404 上に公開する haproxy という名前のコンテナの場合、マッピングされたホス
トポートとコンテナのプライベート IP が Prometheus エクスポーターターゲットの作成に使用され
ます。sd_metrics_path の値は __metrics_path__ から /stats/metrics に設定します。した
がって、CloudWatch エージェントは Prometheus メトリクスを private_ip:host_port/stats/
metrics からスクレイプし、スクレイプされたメトリクスは、haproxy-prometheus ロググループ
内の CloudWatch Logs の /aws/ecs/containerinsights/cluster_name/prometheus ログスト
リームに送信されます。
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例 5

"ecs_service_discovery": { 
  "sd_frequency": "1m30s", 
  "sd_result_file": "/tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml", 
  "docker_label": { 
    "sd_port_label": "MY_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT_LABEL", 
    "sd_metrics_path_label": "MY_PROMETHEUS_METRICS_PATH_LABEL", 
    "sd_job_name_label": "MY_PROMETHEUS_METRICS_NAME_LABEL"   
  } 
  "task_definition_list": [ 
    { 
      "sd_metrics_ports": "9150", 
      "sd_task_definition_arn_pattern": "*memcached.*" 
    } 
  ]
}

この例では、両方の ECS サービス検出モードを有効にします。CloudWatch エージェントは、ECS タス
クのメタデータを 90 秒ごとに照会し、検出されたターゲットを CloudWatch エージェントコンテナ内の /
tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml ファイルに書き込みます。

ドッカーベースのサービス検出設定の場合。

• ドッカーラベル MY_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT_LABEL 付きの ECS タスクは、Prometheus 
ポートスキャン用にフィルタリングされます。ターゲットの Prometheus コンテナポートは、ラベル
MY_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT_LABEL の値によって指定されます。

• ドッカーラベル MY_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT_LABEL の値は、__metrics_path__ に使用され
ます。コンテナにこのドッカーラベルがない場合は、デフォルト値 /metrics が使用されます。

• ドッカーラベル MY_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT_LABEL の値は、ジョブラベルとして使用されま
す。コンテナにこのドッカーラベルがない場合は、Prometheus 設定で定義されたジョブ名が使用され
ます。

ECS タスク定義 ARN 正規表現ベースのサービス検出設定の場合。

• ECS タスク定義 ARN memcached 内の ECS タスクは、コンテナポートスキャン用にフィルタリングさ
れます。ターゲットの Prometheus コンテナポートは、sd_metrics_ports で定義されている 9150 で
す。デフォルトのメトリクスパス /metrics が使用されます。Prometheus 設定で定義されているジョ
ブ名が使用されます。

(オプション) Prometheus メトリクスのテストのためにコンテナ化された 
Amazon ECS のサンプルワークロードを設定する
CloudWatch Container Insights で Prometheus メトリクスのサポートをテストするには、次のコンテナ
化されたワークロードを 1 つ以上設定できます。Prometheus をサポートする CloudWatch エージェン
トは、これらの各ワークロードからメトリクスを自動的に収集します。デフォルトで収集されるメトリ
クスを表示する方法については、「CloudWatch エージェントにより収集される Prometheus メトリク
ス (p. 616)」を参照してください。

トピック
• Amazon ECS クラスターの App Mesh ワークロードのサンプル (p. 564)
• Amazon ECS クラスター用の Java/JMX ワークロードのサンプル (p. 565)
• Amazon ECS クラスターの NGINX ワークロードのサンプル (p. 566)
• Amazon ECS クラスターの NGINX Plus ワークロードのサンプル (p. 571)
• 新しい Prometheus スクレイピングターゲットを追加するためのチュートリアル: Amazon ECS の 

Memcached (p. 578)
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• Amazon ECS Fargate の Redis Prometheus メトリクスをスクレイプするためのチュートリア
ル (p. 583)

Amazon ECS クラスターの App Mesh ワークロードのサンプル

Amazon ECS のサンプル Prometheus ワークロードからメトリクスを収集するには、クラスターで 
Container Insights を実行している必要があります。Container Insights のインストールの詳細について
は、「Amazon ECS での Container Insights のセットアップ (p. 472)」を参照してください。

まず、このチュートリアルに従って、サンプルカラーアプリを Amazon ECS クラスターにデプロイしま
す。完了したら、ポート 9901 に App Mesh Prometheus メトリクスが公開されます。

次に、以下のステップに従って、カラーアプリをインストールした同じ Amazon ECS クラスターに 
Prometheus モニターリングを使用して CloudWatch エージェントをインストールします。このセクショ
ンのステップでは、ブリッジネットワークモードで CloudWatch エージェントをインストールします。

チュートリアルで設定した環境変数 ENVIRONMENT_NAME、 AWS_PROFILE、AWS_DEFAULT_REGION
は、次のステップでも使用されます。

テスト用に Prometheus モニターリングを使用して CloudWatch エージェントをインストールす
るには

1. 次のコマンドを入力して、AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-
prometheus/cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml

2. 次のコマンドを入力して、ネットワークモードを設定します。

export ECS_CLUSTER_NAME=${ENVIRONMENT_NAME}
export ECS_NETWORK_MODE=bridge

3. 次のコマンドを入力して、AWS CloudFormation スタックを作成します。

aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-
${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=${ECS_CLUSTER_NAME} \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=True \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=${ECS_NETWORK_MODE} \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=CWAgent-Prometheus-TaskRole-
${ECS_CLUSTER_NAME} \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=CWAgent-Prometheus-
ExecutionRole-${ECS_CLUSTER_NAME} \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region ${AWS_DEFAULT_REGION} \ 
    --profile ${AWS_PROFILE}

4. (オプション) AWS CloudFormation スタックが作成されると、 CREATE_COMPLETE メッセージが表示
されます。そのメッセージが表示される前にステータスを確認する場合は、次のコマンドを入力しま
す。

aws cloudformation describe-stacks \
--stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \
--query 'Stacks[0].StackStatus' \
--region ${AWS_DEFAULT_REGION} \
--profile ${AWS_PROFILE}
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[Troubleshooting] (トラブルシューティング)

チュートリアルのステップでは、jq を使用して、 の出力結果を解析しますAWS CLI jq のインストールの
詳細については、「 jq」を参照してください。jq が正しく解析できるように、次のコマンドを使用して 
AWS CLI のデフォルトの出力形式を JSON に設定します。

$ aws configure

レスポンスが Default output format に到達したら、json と入力します 。

Prometheus モニターリングを使用した CloudWatch エージェントのアンインストール

テストが終了したら、次のコマンドを入力し、AWS CloudFormation スタックを削除して CloudWatch 
エージェントをアンインストールします。

aws cloudformation delete-stack \
--stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \
--region ${AWS_DEFAULT_REGION} \
--profile ${AWS_PROFILE}

Amazon ECS クラスター用の Java/JMX ワークロードのサンプル

JMX Exporter は、Prometheus メトリクスとして JMX mBeans をスクレイプおよび公開できる公式の 
Prometheus エクスポーターです。詳細については、prometheus/jmx_exporter を参照してください。

Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントは、Amazon ECS クラスターのサービス検出設
定に基づいて Java/JMX Prometheus メトリクスをスクレイプします。別のポートまたは metrics_path 
でメトリクスを公開するように JMX Exporter を設定できます。ポートまたはパスを変更する場合
は、CloudWatch エージェント設定のデフォルトの ecs_service_discovery セクションを更新しま
す。

Amazon ECS のサンプル Prometheus ワークロードからメトリクスを収集するには、クラスターで 
Container Insights を実行している必要があります。Container Insights のインストールの詳細について
は、「Amazon ECS での Container Insights のセットアップ (p. 472)」を参照してください。

Amazon ECS クラスターの Java/JMX サンプルワークロードをインストールするには

1. これらのセクションのステップに従って、Docker イメージを作成します。

• 例: Prometheus メトリクスを使用した Java Jar アプリケーション Docker イメージ (p. 609)
• 例: Prometheus メトリクスを使用した Apache Tomcat Docker イメージ (p. 608)

2. Amazon ECS タスク定義ファイルに次の 2 つの docker ラベルを指定します。その後、クラスター内
で Amazon ECS サービスまたは Amazon ECS タスクとしてタスク定義を実行できます。

• Prometheus メトリクスが公開されている ContainerPort を指定するよう
にECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT を設定します 。

• Java_EMF_Metrics を true に設定します。CloudWatch エージェントは、このフラグを使用して
ログイベントに埋め込みメトリクス形式を生成します。

次に例を示します。

{ 
  "family": "workload-java-ec2-bridge", 
  "taskRoleArn": "{{task-role-arn}}", 
  "executionRoleArn": "{{execution-role-arn}}", 
  "networkMode": "bridge", 
  "containerDefinitions": [ 
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    { 
      "name": "tomcat-prometheus-workload-java-ec2-bridge-dynamic-port", 
      "image": "your_docker_image_tag_for_tomcat_with_prometheus_metrics", 
      "portMappings": [ 
        { 
          "hostPort": 0, 
          "protocol": "tcp", 
           "containerPort": 9404
        } 
      ], 
      "dockerLabels": { 
         "ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT": "9404", 
        "Java_EMF_Metrics": "true"
      } 
    } 
  ], 
  "requiresCompatibilities": [ 
    "EC2"  ], 
  "cpu": "256", 
  "memory": "512" 
  }

AWS CloudFormation テンプレートの CloudWatch エージェントのデフォルト設定では、docker のラベル
ベースのサービス検出とタスク定義の ARN ベースのサービス検出の両方が有効になります。これらのデ
フォルト設定を表示するには、「CloudWatch エージェント YAML 設定ファイル」の 65 行目を参照して
ください。ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT ラベル付きのコンテナは、Prometheus スクレイピング
用に指定されたコンテナポートに基づいて自動検出されます。

CloudWatch エージェントのデフォルト設定には、同じファイルの 112 行目に Java/JMX の
metric_declaration 設定もあります。ターゲットコンテナのすべての docker ラベルは、Prometheus 
メトリクスに追加ラベルとして追加され、CloudWatch Logs に送信されます。docker ラベル
Java_EMF_Metrics=“true” 付きの Java/JMX コンテナの場合、埋め込みメトリクス形式が生成されま
す。

Amazon ECS クラスターの NGINX ワークロードのサンプル

NGINX Prometheus エクスポーターは、NGINX データを Prometheus のメトリクスとしてスクレイピング
して公開できます。この例では、エクスポーターを Amazon ECS 用の NGINX リバースプロキシサービス
と連動させて使用します。

NGINX Prometheus エクスポーターの詳細については、GitHub の nginx-prometheus-exporter をご参照く
ださい。NGINX リバースプロキシの詳細については、GitHub の ecs-nginx-reverse-proxyをご参照くださ
い。

Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントは、Amazon ECS クラスターのサービス検出設
定に基づいて NGINX Prometheus メトリクスをスクレイプします。別のポートまたはパスでメトリク
スを公開するように NGINX Prometheus Exporter を設定できます。ポートまたはパスを変更する場合
は、CloudWatch エージェント設定ファイルの ecs_service_discovery セクションを更新します。

Amazon ECS クラスター用の NGINX リバースプロキシサンプルワークロードをインストールす
る

NGINX リバースプロキシサンプルワークロードをインストールするには、次の手順を実行します。

Docker イメージを作成する

NGINX リバースプロキシサンプルワークロード用の Docker イメージを作成するには

1. NGINX リバースプロキシリポジトリから次のフォルダをダウンロードします:  https://github.com/
awslabs/ecs-nginx-reverse-proxy/tree/master/reverse-proxy/。
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2. app ディレクトリを検索し、そのディレクトリからイメージを作成します。

docker build -t web-server-app ./path-to-app-directory

3. NGINX 用のカスタムイメージを作成します。まず、次の 2 つのファイルを含むディレクトリを作成し
ます。

• サンプル Dockerfile:

FROM nginx
COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

• https://github.com/awslabs/ecs-nginx-reverse-proxy/tree/master/reverse-proxy/ から変更された
nginx.conf ファイル:

events { 
  worker_connections 768;
}

http { 
  # Nginx will handle gzip compression of responses from the app server 
  gzip on; 
  gzip_proxied any; 
  gzip_types text/plain application/json; 
  gzip_min_length 1000; 

  server{ 
    listen 8080; 
    location /stub_status { 
        stub_status   on; 
    } 
  } 

  server { 
    listen 80; 

    # Nginx will reject anything not matching /api 
    location /api { 
      # Reject requests with unsupported HTTP method 
      if ($request_method !~ ^(GET|POST|HEAD|OPTIONS|PUT|DELETE)$) { 
        return 405; 
      } 

      # Only requests matching the whitelist expectations will 
      # get sent to the application server 
      proxy_pass http://app:3000; 
      proxy_http_version 1.1; 
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; 
      proxy_set_header Connection 'upgrade'; 
      proxy_set_header Host $host; 
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 
      proxy_cache_bypass $http_upgrade; 
    } 
  }
}

Note

stub_status は、nginx-prometheus-exporter がメトリクスをスクレイピングする
ように設定されているのと同じポートで有効にする必要があります。このタスク定義例で
は、nginx-prometheus-exporter がポート 8080 からメトリクスをスクレイピングす
るように設定されています。
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4. 新しいディレクトリのファイルからイメージを作成します。

docker build -t nginx-reverse-proxy ./path-to-your-directory

5. 後で使用するために、新しいイメージをイメージリポジトリにアップロードします。

Amazon ECS で NGINX とウェブサーバーアプリを実行するタスク定義を作成します。

次に、タスク定義を設定します。

このタスク定義により、NGINX Prometheus メトリクスの収集とエクスポートが可能になります。NGINX 
コンテナは、アプリからの入力を追跡し、(nginx.conf で設定されているとおり) そのデータをポート 
8080 に公開します。NGINX Prometheus エクスポーターコンテナは、CloudWatch で使用するために、こ
れらのメトリクスをスクレイピングし、ポート 9113 に投稿します。

NGINX サンプル Amazon ECS ワークロードのタスク定義を設定するには

1. 次の内容でタスク定義 JSON ファイルを作成します。your-customized-nginx-iamge をカスタ
マイズした NGINX イメージのイメージ URI に置き換え、your-web-server-app-image をウェブ
サーバーアプリイメージのイメージ URI に置き換えます。

{ 
  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "nginx", 
      "image": "your-customized-nginx-image", 
      "memory": 256, 
      "cpu": 256, 
      "essential": true, 
      "portMappings": [ 
        { 
          "containerPort": 80, 
          "protocol": "tcp" 
        } 
      ], 
      "links": [ 
        "app" 
      ] 
    }, 
    { 
      "name": "app", 
      "image": "your-web-server-app-image", 
      "memory": 256, 
      "cpu": 256, 
      "essential": true 
    }, 
    { 
      "name": "nginx-prometheus-exporter", 
      "image": "docker.io/nginx/nginx-prometheus-exporter:0.8.0", 
      "memory": 256, 
      "cpu": 256, 
      "essential": true, 
      "command": [ 
        "-nginx.scrape-uri", 
        "http://nginx:8080/stub_status" 
    ], 
    "links":[ 
      "nginx" 
    ], 
      "portMappings":[ 
        { 
          "containerPort": 9113, 
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          "protocol": "tcp" 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "networkMode": "bridge", 
  "placementConstraints": [], 
  "family": "nginx-sample-stack"
}

2. 次のコマンドを入力して、タスク定義を登録します。

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://path-to-your-task-definition-
json

3. 次のコマンドを入力して、タスクを実行するサービスを作成します。

サービス名は変更しないでください。CloudWatch エージェントサービスは、タスクを開始
したサービスの名前パターンを使用してタスクを検索する設定を使用して実行します。例
えば、このコマンドによって起動されたタスクを CloudWatch エージェントが検出するに
は、sd_service_name_pattern の値を ^nginx-service$ に指定します。次のセクションで
は、詳細を説明します。

aws ecs create-service \ 
 --cluster your-cluster-name \ 
 --service-name nginx-service \ 
 --task-definition nginx-sample-stack:1 \ 
 --desired-count 1

NGINX Prometheus メトリクスをスクレイプするように CloudWatch エージェントを設定する

最後のステップでは、NGINX メトリクスをスクレイピングするように CloudWatch エージェントを設定
します。この例では、CloudWatch エージェントはサービス名パターンとポート 9113 を使用してタスク
を検出します。このポートでは、エクスポーターは NGINX の Prometheus メトリクスを公開します。タ
スクが検出され、メトリクスが使用可能になると、CloudWatch エージェントは、ログストリーム nginx-
prometheus-exporter への収集したメトリクスの投稿を開始します。

NGINX メトリクスをスクレイピングするように CloudWatch エージェントを設定するには

1. 次のコマンドを入力して、必要な YAML ファイルの最新バージョンをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-
prometheus/cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml

2. テキストエディタでファイルを開き、value セクションの
resource:CWAgentConfigSSMParameter キーにある完全な CloudWatch エージェ
ント設定を見つけます。その後、ecs_service_discovery セクションで、次の
service_name_list_for_tasks セクションを追加します。

"service_name_list_for_tasks": [ 
  { 
    "sd_job_name": "nginx-prometheus-exporter", 
    "sd_metrics_path": "/metrics", 
    "sd_metrics_ports": "9113", 
    "sd_service_name_pattern": "^nginx-service$" 
   }
],
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3. 同じファイルで、metric_declaration セクションに次のセクションを追加して、NGINX メトリク
スを許可します。デフォルトのインデントパターンに従ってください。

{ 
  "source_labels": ["job"], 
  "label_matcher": ".*nginx.*", 
  "dimensions": [["ClusterName", "TaskDefinitionFamily", "ServiceName"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^nginx_.*$" 
  ]
},

4. このクラスターにまだ CloudWatch エージェントがデプロイされていない場合は、ステップ 8 に進み
ます。

AWS CloudFormation を使用することによって Amazon ECS クラスターに CloudWatch エージェント
を既にデプロイしている場合は、次のコマンドを入力して変更セットを作成できます。

ECS_CLUSTER_NAME=your_cluster_name
AWS_REGION=your_aws_region
ECS_NETWORK_MODE=bridge
CREATE_IAM_ROLES=True
ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

aws cloudformation create-change-set --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-
${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=$CREATE_IAM_ROLES \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=$ECS_NETWORK_MODE \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=$ECS_EXECUTION_ROLE_NAME 
 \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region $AWS_REGION \ 
    --change-set-name nginx-scraping-support

5. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
6. 新しく作成されたチェンジセット nginx-scraping-support を確認しま

す。CWAgentConfigSSMParameter リソースに適用された変更が 1 つ表示されます。次のコマンドを
入力して、変更セットを実行し、CloudWatch エージェントタスクを再起動します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--desired-count 0 \
--service cwagent-prometheus-replica-service-EC2-$ECS_NETWORK_MODE \
--region $AWS_REGION

7. 10 秒ほど待ってから、次のコマンドを入力します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--desired-count 1 \
--service cwagent-prometheus-replica-service-EC2-$ECS_NETWORK_MODE \
--region $AWS_REGION

8. クラスターの Prometheus メトリクス収集を使用して CloudWatch エージェントを初めてインストー
ルする場合は、次のコマンドを入力します。

ECS_CLUSTER_NAME=your_cluster_name
AWS_REGION=your_aws_region
ECS_NETWORK_MODE=bridge
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CREATE_IAM_ROLES=True
ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-
${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=$CREATE_IAM_ROLES \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=$ECS_NETWORK_MODE \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=$ECS_EXECUTION_ROLE_NAME 
 \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region $AWS_REGION

NGINX メトリクスとログの表示

これで、収集されている NGINX メトリクスを表示できるようになりました。

サンプル NGINX ワークロードのメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. クラスターが実行されているリージョンにおいて、左のナビゲーションペインで [Metrics] (メトリク

ス) を選択します。ContainerInsights/Prometheus 名前空間を検索して、メトリクスを確認します。
3. CloudWatch Logs イベントを表示するには、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。イベントは、ログストリーム nginx-prometheus-exporter のロググループ /aws/
containerinsights/your_cluster_name/prometheus にあります。

Amazon ECS クラスターの NGINX Plus ワークロードのサンプル

NGINX Plus は NGINX の商用バージョンです。これを使用するには、ライセンスが必要です。詳細につい
ては、「NGINX Plus」をご参照ください。

NGINX Prometheus エクスポーターは、NGINX データを Prometheus のメトリクスとしてスクレイピング
して公開できます。この例では、エクスポーターを Amazon ECS 用の NGINX Plus リバースプロキシサー
ビスと連動させて使用します。

NGINX Prometheus エクスポーターの詳細については、GitHub の nginx-prometheus-exporter をご参照く
ださい。NGINX リバースプロキシの詳細については、GitHub の ecs-nginx-reverse-proxyをご参照くださ
い。

Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントは、Amazon ECS クラスターのサービス検出設
定に基づいて NGINX Plus Prometheus メトリクスをスクレイプします。別のポートまたはパスでメトリ
クスを公開するように NGINX Prometheus Exporter を設定できます。ポートまたはパスを変更する場合
は、CloudWatch エージェント設定ファイルの ecs_service_discovery セクションを更新します。

Amazon ECS クラスター用の NGINX Plus リバースプロキシサンプルワークロードをインストー
ルする

NGINX リバースプロキシサンプルワークロードをインストールするには、次の手順を実行します。

Docker イメージを作成する

NGINX Plus リバースプロキシサンプルワークロード用の Docker イメージを作成するには

1. NGINX リバースプロキシリポジトリから次のフォルダをダウンロードします:  https://github.com/
awslabs/ecs-nginx-reverse-proxy/tree/master/reverse-proxy/。
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2. app ディレクトリを検索し、そのディレクトリからイメージを作成します。

docker build -t web-server-app ./path-to-app-directory

3. NGINX Plus 用のカスタムイメージを作成します。NGINX Plus のイメージを作成する前に、ラ
イセンスされている NGINX Plus の nginx-repo.key という名前のキーと SSL 証明書 nginx-
repo.crt を取得する必要があります。ディレクトリを作成し、その中に nginx-repo.key ファイ
ルと nginx-repo.crt ファイルを格納します。

作成したディレクトリに、次の 2 つのファイルを作成します。

• 以下の内容を含むサンプル Dockerfile。この docker ファイルは https://docs.nginx.com/nginx/admin-
guide/installing-nginx/installing-nginx-docker/#docker_plus_image で提供されているサンプルファイ
ルから採用されています。実行する重要な変更は、次のステップで作成される nginx.conf と呼ば
れる別個のファイルをロードすることです。

FROM debian:buster-slim

LABEL maintainer="NGINX Docker Maintainers <docker-maint@nginx.com>“

# Define NGINX versions for NGINX Plus and NGINX Plus modules
# Uncomment this block and the versioned nginxPackages block in the main RUN
# instruction to install a specific release
# ENV NGINX_VERSION 21
# ENV NJS_VERSION 0.3.9
# ENV PKG_RELEASE 1~buster

# Download certificate and key from the customer portal (https://cs.nginx.com 
 (https://cs.nginx.com/))
# and copy to the build context
COPY nginx-repo.crt /etc/ssl/nginx/
COPY nginx-repo.key /etc/ssl/nginx/
# COPY nginx.conf /etc/ssl/nginx/nginx.conf

RUN set -x \
# Create nginx user/group first, to be consistent throughout Docker variants
&& addgroup --system --gid 101 nginx \
&& adduser --system --disabled-login --ingroup nginx --no-create-home --home /
nonexistent --gecos "nginx user" --shell /bin/false --uid 101 nginx \
&& apt-get update \
&& apt-get install --no-install-recommends --no-install-suggests -y ca-certificates 
 gnupg1 \
&& \
NGINX_GPGKEY=573BFD6B3D8FBC641079A6ABABF5BD827BD9BF62; \
found=''; \
for server in \
ha.pool.sks-keyservers.net (http://ha.pool.sks-keyservers.net/) \
hkp://keyserver.ubuntu.com:80 \
hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 \
pgp.mit.edu (http://pgp.mit.edu/) \
; do \
echo "Fetching GPG key $NGINX_GPGKEY from $server"; \
apt-key adv --keyserver "$server" --keyserver-options timeout=10 --recv-keys 
 "$NGINX_GPGKEY" && found=yes && break; \
done; \
test -z "$found" && echo >&2 "error: failed to fetch GPG key $NGINX_GPGKEY" && exit 
 1; \
apt-get remove --purge --auto-remove -y gnupg1 && rm -rf /var/lib/apt/lists/* \
# Install the latest release of NGINX Plus and/or NGINX Plus modules
# Uncomment individual modules if necessary
# Use versioned packages over defaults to specify a release
&& nginxPackages=" \
nginx-plus \
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# nginx-plus=${NGINX_VERSION}-${PKG_RELEASE} \
# nginx-plus-module-xslt \
# nginx-plus-module-xslt=${NGINX_VERSION}-${PKG_RELEASE} \
# nginx-plus-module-geoip \
# nginx-plus-module-geoip=${NGINX_VERSION}-${PKG_RELEASE} \
# nginx-plus-module-image-filter \
# nginx-plus-module-image-filter=${NGINX_VERSION}-${PKG_RELEASE} \
# nginx-plus-module-perl \
# nginx-plus-module-perl=${NGINX_VERSION}-${PKG_RELEASE} \
# nginx-plus-module-njs \
# nginx-plus-module-njs=${NGINX_VERSION}+${NJS_VERSION}-${PKG_RELEASE} \
" \
&& echo "Acquire::https::plus-pkgs.nginx.com::Verify-Peer \"true\";" >> /etc/apt/
apt.conf.d/90nginx \
&& echo "Acquire::https::plus-pkgs.nginx.com::Verify-Host \"true\";" >> /etc/apt/
apt.conf.d/90nginx \
&& echo "Acquire::https::plus-pkgs.nginx.com::SslCert \"/etc/ssl/nginx/nginx-repo.crt
\";" >> /etc/apt/apt.conf.d/90nginx \
&& echo "Acquire::https::plus-pkgs.nginx.com::SslKey \"/etc/ssl/nginx/nginx-repo.key
\";" >> /etc/apt/apt.conf.d/90nginx \
&& printf "deb https://plus-pkgs.nginx.com/debian buster nginx-plus\n" > /etc/apt/
sources.list.d/nginx-plus.list \
&& apt-get update \
&& apt-get install --no-install-recommends --no-install-suggests -y \
$nginxPackages \
gettext-base \
curl \
&& apt-get remove --purge --auto-remove -y && rm -rf /var/lib/apt/lists/* /etc/apt/
sources.list.d/nginx-plus.list \
&& rm -rf /etc/apt/apt.conf.d/90nginx /etc/ssl/nginx

# Forward request logs to Docker log collector
RUN ln -sf /dev/stdout /var/log/nginx/access.log \
&& ln -sf /dev/stderr /var/log/nginx/error.log

COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

EXPOSE 80

STOPSIGNAL SIGTERM

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

• https://github.com/awslabs/ecs-nginx-reverse-proxy/tree/master/reverse-proxy/nginx から変更された
nginx.conf ファイル:

events { 
  worker_connections 768;
}

http { 
  # Nginx will handle gzip compression of responses from the app server 
  gzip on; 
  gzip_proxied any; 
  gzip_types text/plain application/json; 
  gzip_min_length 1000; 

  upstream backend { 
    zone name 10m; 
    server app:3000    weight=2; 
    server app2:3000    weight=1; 
  } 

  server{ 
    listen 8080; 
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    location /api { 
      api write=on; 
    } 
  } 

  match server_ok { 
    status 100-599; 
  } 

  server { 
    listen 80; 
    status_zone zone; 
    # Nginx will reject anything not matching /api 
    location /api { 
      # Reject requests with unsupported HTTP method 
      if ($request_method !~ ^(GET|POST|HEAD|OPTIONS|PUT|DELETE)$) { 
        return 405; 
      } 

      # Only requests matching the whitelist expectations will 
      # get sent to the application server 
      proxy_pass http://backend; 
      health_check uri=/lorem-ipsum match=server_ok; 
      proxy_http_version 1.1; 
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; 
      proxy_set_header Connection 'upgrade'; 
      proxy_set_header Host $host; 
      proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 
      proxy_cache_bypass $http_upgrade; 
    } 
  }
}

4. 新しいディレクトリのファイルからイメージを作成します。

docker build -t nginx-plus-reverse-proxy ./path-to-your-directory

5. 後で使用するために、新しいイメージをイメージリポジトリにアップロードします。

Amazon ECS で NGINX Plus とウェブサーバーアプリを実行するタスク定義を作成します。

次に、タスク定義を設定します。

このタスク定義により、NGINX Plus Prometheus メトリクスの収集とエクスポートが可能になりま
す。NGINX コンテナは、アプリからの入力を追跡し、(nginx.conf で設定されているとおり) そのデー
タをポート 8080 に公開します。NGINX Prometheus エクスポーターコンテナは、CloudWatch で使用する
ために、これらのメトリクスをスクレイピングし、ポート 9113 に投稿します。

NGINX サンプル Amazon ECS ワークロードのタスク定義を設定するには

1. 次の内容でタスク定義 JSON ファイルを作成します。your-customized-nginx-plus-image
をカスタマイズした NGINX Plus イメージのイメージ URI に置き換え、your-web-server-app-
image をウェブサーバーアプリイメージのイメージ URI に置き換えます。

{ 
  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "nginx", 
      "image": "your-customized-nginx-plus-image", 
      "memory": 256, 
      "cpu": 256, 
      "essential": true, 
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      "portMappings": [ 
        { 
          "containerPort": 80, 
          "protocol": "tcp" 
        } 
      ], 
      "links": [ 
        "app", 
        "app2" 
      ] 
    }, 
    { 
      "name": "app", 
      "image": "your-web-server-app-image", 
      "memory": 256, 
      "cpu": 128, 
      "essential": true 
    }, 
    { 
      "name": "app2", 
      "image": "your-web-server-app-image", 
      "memory": 256, 
      "cpu": 128, 
      "essential": true 
    }, 
    { 
      "name": "nginx-prometheus-exporter", 
      "image": "docker.io/nginx/nginx-prometheus-exporter:0.8.0", 
      "memory": 256, 
      "cpu": 256, 
      "essential": true, 
      "command": [ 
        "-nginx.plus", 
        "-nginx.scrape-uri", 
         "http://nginx:8080/api" 
    ], 
    "links":[ 
      "nginx" 
    ], 
      "portMappings":[ 
        { 
          "containerPort": 9113, 
          "protocol": "tcp" 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "networkMode": "bridge", 
  "placementConstraints": [], 
  "family": "nginx-plus-sample-stack"
}

2. タスク定義を登録します。

aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://path-to-your-task-definition-
json

3. 次のコマンドを入力して、タスクを実行するサービスを作成します。

aws ecs create-service \ 
 --cluster your-cluster-name \ 
 --service-name nginx-plus-service \ 
 --task-definition nginx-plus-sample-stack:1 \ 
 --desired-count 1
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サービス名は変更しないでください。CloudWatch エージェントサービスは、タスクを開始
したサービスの名前パターンを使用してタスクを検索する設定を使用して実行します。例
えば、このコマンドによって起動されたタスクを CloudWatch エージェントが検出するに
は、sd_service_name_pattern の値を ^nginx-plus-service$ に指定します。次のセクショ
ンでは、詳細を説明します。

NGINX Plus Prometheus メトリクスをスクレイプするように CloudWatch エージェントを設定す
る

最後のステップでは、NGINX メトリクスをスクレイピングするように CloudWatch エージェントを設定
します。この例では、CloudWatch エージェントはサービス名パターンとポート 9113 を使用してタスク
を検出します。このポートでは、エクスポーターは NGINX の Prometheus メトリクスを公開します。タ
スクが検出され、メトリクスが使用可能になると、CloudWatch エージェントは、ログストリーム nginx-
prometheus-exporter への収集したメトリクスの投稿を開始します。

NGINX メトリクスをスクレイピングするように CloudWatch エージェントを設定するには

1. 次のコマンドを入力して、必要な YAML ファイルの最新バージョンをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-
prometheus/cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml

2. テキストエディタでファイルを開き、value セクションの
resource:CWAgentConfigSSMParameter キーにある完全な CloudWatch エージェ
ント設定を見つけます。その後、ecs_service_discovery セクションで、次の
service_name_list_for_tasks セクションを追加します。

"service_name_list_for_tasks": [ 
  { 
    "sd_job_name": "nginx-plus-prometheus-exporter", 
    "sd_metrics_path": "/metrics", 
    "sd_metrics_ports": "9113", 
    "sd_service_name_pattern": "^nginx-plus.*" 
   }
],

3. 同じファイルで、metric_declaration セクションに次のセクションを追加して、NGINX Plus メ
トリクスを許可します。デフォルトのインデントパターンに従ってください。

{ 
  "source_labels": ["job"], 
  "label_matcher": "^nginx-plus.*", 
  "dimensions": [["ClusterName", "TaskDefinitionFamily", "ServiceName"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^nginxplus_connections_accepted$", 
    "^nginxplus_connections_active$", 
    "^nginxplus_connections_dropped$", 
    "^nginxplus_connections_idle$", 
    "^nginxplus_http_requests_total$", 
    "^nginxplus_ssl_handshakes$", 
    "^nginxplus_ssl_handshakes_failed$", 
    "^nginxplus_up$", 
    "^nginxplus_upstream_server_health_checks_fails$" 
  ]
},
{ 
  "source_labels": ["job"], 
  "label_matcher": "^nginx-plus.*", 
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  "dimensions": [["ClusterName", "TaskDefinitionFamily", "ServiceName", "upstream"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^nginxplus_upstream_server_response_time$" 
  ]
},
{ 
  "source_labels": ["job"], 
  "label_matcher": "^nginx-plus.*", 
  "dimensions": [["ClusterName", "TaskDefinitionFamily", "ServiceName", "code"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^nginxplus_upstream_server_responses$", 
    "^nginxplus_server_zone_responses$" 
  ]
},

4. このクラスターにまだ CloudWatch エージェントがデプロイされていない場合は、ステップ 8 に進み
ます。

AWS CloudFormation を使用することによって Amazon ECS クラスターに CloudWatch エージェント
を既にデプロイしている場合は、次のコマンドを入力して変更セットを作成できます。

ECS_CLUSTER_NAME=your_cluster_name
AWS_REGION=your_aws_region
ECS_NETWORK_MODE=bridge
CREATE_IAM_ROLES=True
ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

aws cloudformation create-change-set --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-
${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=$CREATE_IAM_ROLES \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=$ECS_NETWORK_MODE \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=$ECS_EXECUTION_ROLE_NAME 
 \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region $AWS_REGION \ 
    --change-set-name nginx-plus-scraping-support

5. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
6. 新しく作成されたチェンジセット nginx-plus-scraping-support を確認しま

す。CWAgentConfigSSMParameter リソースに適用された変更が 1 つ表示されます。次のコマンドを
入力して、変更セットを実行し、CloudWatch エージェントタスクを再起動します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--desired-count 0 \
--service cwagent-prometheus-replica-service-EC2-$ECS_NETWORK_MODE \
--region $AWS_REGION

7. 10 秒ほど待ってから、次のコマンドを入力します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--desired-count 1 \
--service cwagent-prometheus-replica-service-EC2-$ECS_NETWORK_MODE \
--region $AWS_REGION

8. クラスターの Prometheus メトリクス収集を使用して CloudWatch エージェントを初めてインストー
ルする場合は、次のコマンドを入力します。

ECS_CLUSTER_NAME=your_cluster_name
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AWS_REGION=your_aws_region
ECS_NETWORK_MODE=bridge
CREATE_IAM_ROLES=True
ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-
${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=$CREATE_IAM_ROLES \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=$ECS_NETWORK_MODE \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=$ECS_EXECUTION_ROLE_NAME 
 \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region $AWS_REGION

NGINX Plus メトリクスとログの表示

これで、収集されている NGINX Plus メトリクスを表示できるようになりました。

サンプル NGINX ワークロードのメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. クラスターが実行されているリージョンにおいて、左のナビゲーションペインで [Metrics] (メトリク

ス) を選択します。ContainerInsights/Prometheus 名前空間を検索して、メトリクスを確認します。
3. CloudWatch Logs イベントを表示するには、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。イベントは、ログストリーム nginx-plus-prometheus-exporter のロググループ /
aws/containerinsights/your_cluster_name/prometheus にあります。

新しい Prometheus スクレイピングターゲットを追加するためのチュートリアル: Amazon ECS の 
Memcached

このチュートリアルでは、EC2 起動タイプの Amazon ECS クラスター上のサンプル Memcached ア
プリケーションの Prometheus メトリクスをスクレイプする実践的な紹介を提供します。Memcached 
Prometheus エクスポーターのターゲットは、ECS タスク定義ベースのサービス検出によって 
CloudWatch エージェントによって自動検出されます。

Memcached は、汎用分散メモリキャッシュシステムです。多くの場合、データおよびオブジェクトを 
RAM にキャッシュし、外部データソース (データベースや API など) を読み取る回数を減らすことで、動
的なデータベース駆動のウェブサイトを高速化するために使用されます。詳細については、「Memcached 
とは」を参照してください。

memchached_exporter (Apache License 2.0) は、Prometheus 公式エクスポーターの一つです。デフォル
トでは、memcache_exporter は /metrics. のポート 0.0.0.0:9150 でサービスを提供します。

このチュートリアルでは、次の 2 つの Docker ハブリポジトリの Docker イメージを使用します。

• Memcached
• prom/memcached-exporter

前提条件

Amazon ECS のサンプル Prometheus ワークロードからメトリクスを収集するには、クラスターで 
Container Insights を実行している必要があります。Container Insights のインストールの詳細について
は、「Amazon ECS での Container Insights のセットアップ (p. 472)」を参照してください。
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Amazon ECS EC2 クラスター環境変数を設定する

Amazon ECS EC2 クラスター環境変数を設定するには

1. まだの場合は、Amazon ECS CLI をインストールしてください。詳細については、「Amazon ECS 
CLI のインストール」を参照してください。

2. 新しい Amazon ECS クラスター名とリージョンを設定します。次に例を示します。

ECS_CLUSTER_NAME=ecs-ec2-memcached-tutorial
AWS_DEFAULT_REGION=ca-central-1

3. (オプション) Memcached サンプルワークロードと CloudWatch エージェントをインストールする 
EC2 起動タイプの Amazon ECS クラスターがまだない場合は、次のコマンドを入力してクラスター
を作成できます。

ecs-cli up --capability-iam --size 1 \
--instance-type t3.medium \
--cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--region $AWS_REGION

このコマンドの予想される結果は次のとおりです。

WARN[0000] You will not be able to SSH into your EC2 instances without a key pair.  
INFO[0000] Using recommended Amazon Linux 2 AMI with ECS Agent 1.44.4 and Docker 
 version 19.03.6-ce  
INFO[0001] Created cluster                               cluster=ecs-ec2-memcached-
tutorial region=ca-central-1
INFO[0002] Waiting for your cluster resources to be created...  
INFO[0002] Cloudformation stack status                   stackStatus=CREATE_IN_PROGRESS
INFO[0063] Cloudformation stack status                   stackStatus=CREATE_IN_PROGRESS
INFO[0124] Cloudformation stack status                   stackStatus=CREATE_IN_PROGRESS
VPC created: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxx
Security Group created: sg-xxxxxxxxxxxxxxxxx
Subnet created: subnet-xxxxxxxxxxxxxxxxx
Subnet created: subnet-xxxxxxxxxxxxxxxxx
Cluster creation succeeded.

Memcached サンプルワークロードのインストール

Prometheus メトリクスを公開する Memcached サンプルワークロードをインストールするには

1. 次のコマンドを入力して、Memcached AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-
prometheus/sample_traffic/memcached/memcached-traffic-sample.yaml

2. 次のコマンドを入力して、Memcached 用に作成する IAM ロール名を設定します。
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MEMCACHED_ECS_TASK_ROLE_NAME=memcached-prometheus-demo-ecs-task-role-name
MEMCACHED_ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=memcached-prometheus-demo-ecs-execution-role-name

3. 次のコマンドを入力して、Memcached サンプルワークロードをインストールします。このサンプル
では、ワークロードを host ネットワークモードでインストールします。

MEMCACHED_ECS_NETWORK_MODE=host

aws cloudformation create-stack --stack-name Memcached-Prometheus-Demo-ECS-
$ECS_CLUSTER_NAME-EC2-$MEMCACHED_ECS_NETWORK_MODE \ 
    --template-body file://memcached-traffic-sample.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=$MEMCACHED_ECS_NETWORK_MODE 
 \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$MEMCACHED_ECS_TASK_ROLE_NAME 
 \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=
$MEMCACHED_ECS_EXECUTION_ROLE_NAME \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region $AWS_REGION

AWS CloudFormation スタックは、次の 4 つのリソースを作成します。

• 1 つの ECS タスクロール
• 1 つの ECS タスク実行ロール
• 1 つの Memcached タスク定義
• 1 つの Memcached サービス

Memcached タスク定義では、次の 2 つのコンテナが定義されています。

• プライマリコンテナは単純な Memcached アプリケーションを実行し、アクセス用にポート 11211 を開
きます。

• もう一方のコンテナは Redis エクスポータープロセスを実行して、ポート 9150 の Prometheus メトリ
クスを公開します。これは、CloudWatch エージェントによって検出され、スクレイプされるコンテナ
です。

Memcached Prometheus メトリクスをスクレイプするように CloudWatch エージェントを設定す
る

Memcached Prometheus メトリクスをスクレイプするように CloudWatch エージェントを設定す
るには

1. 次のコマンドを入力して、cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml の最新バー
ジョンをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-
prometheus/cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml

2. テキストエディタでファイルを開き、value セクションの
resource:CWAgentConfigSSMParameter キーの背後にある完全な CloudWatch エージェント設
定を見つけます。

次に、ecs_service_discovery セクションで、次の設定を task_definition_list セクション
に追加します。
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{ 
    "sd_job_name": "ecs-memcached", 
    "sd_metrics_ports": "9150", 
    "sd_task_definition_arn_pattern": ".*:task-definition/memcached-prometheus-demo.*:
[0-9]+"
},

metric_declaration セクションの場合、デフォルト設定では Memcached メトリクスを許可しま
せん。Memcached メトリクスを許可するには、次のセクションを追加します。デフォルトのインデ
ントパターンに従ってください。

{ 
  "source_labels": ["container_name"], 
  "label_matcher": "memcached-exporter-.*", 
  "dimensions": [["ClusterName", "TaskDefinitionFamily"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^memcached_current_(bytes|items|connections)$", 
    "^memcached_items_(reclaimed|evicted)_total$", 
    "^memcached_(written|read)_bytes_total$", 
    "^memcached_limit_bytes$", 
    "^memcached_commands_total$" 
  ]
},
{ 
  "source_labels": ["container_name"], 
  "label_matcher": "memcached-exporter-.*", 
  "dimensions": [["ClusterName", "TaskDefinitionFamily","status","command"], 
 ["ClusterName", "TaskDefinitionFamily","command"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^memcached_commands_total$" 
  ]
},

3. AWS CloudFormation によって Amazon ECS クラスターに CloudWatch エージェントを既にデプロイ
している場合は、次のコマンドを入力して変更セットを作成できます。

ECS_NETWORK_MODE=bridge
CREATE_IAM_ROLES=True
ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

aws cloudformation create-change-set --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-
${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=$CREATE_IAM_ROLES \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=$ECS_NETWORK_MODE \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=$ECS_EXECUTION_ROLE_NAME 
 \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region $AWS_REGION \ 
    --change-set-name memcached-scraping-support

4. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
5. 新しく作成された変更セット memcached-scraping-support を確認しま

す。CWAgentConfigSSMParameter リソースに 1 つの変更が適用されていることがわかります。次
のコマンドを入力して、変更セットを実行し、CloudWatch エージェントタスクを再起動します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
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--desired-count 0 \
--service cwagent-prometheus-replica-service-EC2-$ECS_NETWORK_MODE \
--region $AWS_REGION

6. 10 秒ほど待ってから、次のコマンドを入力します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--desired-count 1 \
--service cwagent-prometheus-replica-service-EC2-$ECS_NETWORK_MODE \
--region $AWS_REGION

7. クラスターの Prometheus メトリクス収集を使用して CloudWatch エージェントを初めてインストー
ルする場合は、次のコマンドを入力します。

ECS_NETWORK_MODEE=bridge
CREATE_IAM_ROLES=True
ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-
${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=$CREATE_IAM_ROLES \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=$ECS_NETWORK_MODE \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=$ECS_EXECUTION_ROLE_NAME 
 \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region $AWS_REGION 

Memcached メトリクスの表示

このチュートリアルでは、次のメトリクスを CloudWatch の ECS/ContainerInsights/Prometheus 名前空間
に送信します。CloudWatch コンソールを使用して、その名前空間のメトリクスを表示できます。

メトリクス名 ディメンション

memcached_current_itemsClusterName、TaskDefinitionFamily

memcached_current_connectionsClusterName、TaskDefinitionFamily

memcached_limit_bytesClusterName、TaskDefinitionFamily

memcached_current_bytesClusterName、TaskDefinitionFamily

memcached_written_bytes_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

memcached_read_bytes_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

memcached_items_evicted_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

memcached_items_reclaimed_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

memcached_commands_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

ClusterName、TaskDefinitionFamily、command

ClusterName、TaskDefinitionFamily、status、command
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Note

コマンド ディメンションの値には delete、get、cas、set、decr、touch、incr、または
flush を指定できます。
ステータス ディメンションの値は hit、miss、または badvalです。

Memcached Prometheus メトリクスの CloudWatch ダッシュボードを作成することもできます。

Memcached Prometheus メトリクスのダッシュボードを作成するには

1. 環境変数を作成し、以下の値をデプロイに合わせて置き換えます。

DASHBOARD_NAME=your_memcached_cw_dashboard_name
ECS_TASK_DEF_FAMILY=memcached-prometheus-demo-$ECS_CLUSTER_NAME-EC2-
$MEMCACHED_ECS_NETWORK_MOD

2. 次のコマンドを入力して、ダッシュボードを作成します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-
prometheus/sample_cloudwatch_dashboards/memcached/cw_dashboard_memcached.json \
| sed "s/{{YOUR_AWS_REGION}}/$AWS_REGION/g" \
| sed "s/{{YOUR_CLUSTER_NAME}}/$ECS_CLUSTER_NAME/g" \
| sed "s/{{YOUR_TASK_DEF_FAMILY}}/$ECS_TASK_DEF_FAMILY/g" \
| xargs -0 aws cloudwatch put-dashboard --dashboard-name ${DASHBOARD_NAME} --region 
 $AWS_REGION --dashboard-body

Amazon ECS Fargate の Redis Prometheus メトリクスをスクレイプするためのチュートリアル

このチュートリアルでは、Amazon ECS Fargate クラスター内のサンプル Redis アプリケーション
の Prometheus メトリクスをスクレイプする実践的な紹介を提供します。Redis Prometheus エクス
ポーターターゲットは、コンテナのドッカーラベルに基づいて Prometheus メトリクスサポートを持つ 
CloudWatch エージェントによって自動検出されます。

Redis (https://redis.io/) は、オープンソース (BSD ライセンス済み)、メモリ内のデータ構造ストアで、デー
タベース、キャッシュ、メッセージブローカーとして使用されます。詳細については、「redis」を参照し
てください。

redis_exporter (MIT ライセンス済み) は、指定されたポートで Redis プロメテウスメトリクスを公開する
ために使用されます (デフォルト: 0.0.0.0:9121)。詳細については、「redis_exporter」を参照してくださ
い。

このチュートリアルでは、次の 2 つの Docker ハブリポジトリの Docker イメージを使用します。

• redis
• redis_exporter

前提条件

Amazon ECS のサンプル Prometheus ワークロードからメトリクスを収集するには、クラスターで 
Container Insights を実行している必要があります。Container Insights のインストールの詳細について
は、「Amazon ECS での Container Insights のセットアップ (p. 472)」を参照してください。

トピック
• Amazon ECS Fargate クラスター環境変数を設定する (p. 584)
• Amazon ECS Fargate クラスターのネットワーク環境変数を設定する (p. 584)
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• サンプル Redis ワークロードのインストール (p. 585)
• Redis Prometheus メトリクスをスクレイプするように CloudWatch エージェントを設定す

る (p. 586)
• Redis メトリクスの表示 (p. 588)

Amazon ECS Fargate クラスター環境変数を設定する

Amazon ECS Fargate クラスター環境変数を設定するには

1. まだの場合は、Amazon ECS CLI をインストールしてください。詳細については、「Amazon ECS 
CLI のインストール」を参照してください。

2. 新しい Amazon ECS クラスター名とリージョンを設定します。次に例を示します。

ECS_CLUSTER_NAME=ecs-fargate-redis-tutorial
AWS_DEFAULT_REGION=ca-central-1

3. (オプション) サンプル Redis ワークロードと CloudWatch エージェントをインストールする Amazon 
ECS Fargate クラスターがまだない場合は、次のコマンドを入力してクラスターを作成できます。

ecs-cli up --capability-iam \
--cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--launch-type FARGATE \
--region $AWS_DEFAULT_REGION

このコマンドの予想される結果は次のとおりです。

INFO[0000] Created cluster   cluster=ecs-fargate-redis-tutorial region=ca-central-1
INFO[0001] Waiting for your cluster resources to be created...
INFO[0001] Cloudformation stack status   stackStatus=CREATE_IN_PROGRESS
VPC created: vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxx
Subnet created: subnet-xxxxxxxxxxxxxxxxx
Subnet created: subnet-xxxxxxxxxxxxxxxxx
Cluster creation succeeded.

Amazon ECS Fargate クラスターのネットワーク環境変数を設定する

Amazon ECS Fargate クラスターのネットワーク環境変数を設定するには

1. Amazon ECS クラスターの VPC とサブネット ID を設定します。前の手順で新しいクラスターを作成
した場合は、最後のコマンドの結果にこれらの値が表示されます。それ以外の場合は、Redis で使用
する既存のクラスターの ID を使用します。

ECS_CLUSTER_VPC=vpc-xxxxxxxxxxxxxxxxx
ECS_CLUSTER_SUBNET_1=subnet-xxxxxxxxxxxxxxxxx
ECS_CLUSTER_SUBNET_2=subnet-xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. このチュートリアルでは、Redis アプリケーションと CloudWatch エージェントを Amazon ECS ク
ラスターの VPC のデフォルトセキュリティグループにインストールします。デフォルトのセキュ
リティグループでは、同じセキュリティグループ内のすべてのネットワーク接続が許可されるた
め、CloudWatch エージェントは Redis コンテナで公開されている Prometheus メトリクスをスクレ
イプできます。実際の本番環境では、Redis アプリケーションと CloudWatch エージェント専用のセ
キュリティグループを作成し、それらにカスタマイズされたアクセス許可を設定することもできま
す。

次のコマンドを入力して、デフォルトのセキュリティグループ ID を取得します。
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aws ec2 describe-security-groups \
--filters Name=vpc-id,Values=$ECS_CLUSTER_VPC  \
--region $AWS_DEFAULT_REGION

次に、次のコマンドを入力して、Fargate クラスターデフォルトセキュリティグループ変数を設定し
ます。my-default-security-group を前のコマンドから取得した値に置き換えます。

ECS_CLUSTER_SECURITY_GROUP=my-default-security-group

サンプル Redis ワークロードのインストール

Prometheus メトリクスを公開するサンプル Redis ワークロードをインストールするには

1. 次のコマンドを入力して、Redis AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-
prometheus/sample_traffic/redis/redis-traffic-sample.yaml

2. 次のコマンドを入力して、Redis 用に作成する IAM ロール名を設定します。

REDIS_ECS_TASK_ROLE_NAME=redis-prometheus-demo-ecs-task-role-name
REDIS_ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=redis-prometheus-demo-ecs-execution-role-name

3. 次のコマンドを入力して、サンプル Redis ワークロードをインストールします。

aws cloudformation create-stack --stack-name Redis-Prometheus-Demo-ECS-
$ECS_CLUSTER_NAME-fargate-awsvpc \ 
    --template-body file://redis-traffic-sample.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=SecurityGroupID,ParameterValue=
$ECS_CLUSTER_SECURITY_GROUP \ 
                 ParameterKey=SubnetID,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_SUBNET_1 \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$REDIS_ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=
$REDIS_ECS_EXECUTION_ROLE_NAME \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region $AWS_DEFAULT_REGION

AWS CloudFormation スタックは、次の 4 つのリソースを作成します。

• 1 つの ECS タスクロール
• 1 つの ECS タスク実行ロール
• 1 つの Redis タスク定義
• 1 つの Redis サービス

Redis タスク定義では、2 つのコンテナが定義されています。

• プライマリコンテナは単純な Redis アプリケーションを実行し、アクセス用にポート 6379 を開きま
す。

• もう一方のコンテナは Redis エクスポータープロセスを実行して、ポート 9121 の Prometheus メトリ
クスを公開します。これは、CloudWatch エージェントによって検出され、スクレイプされるコンテナ
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です。次のドッカーラベルは、CloudWatch エージェントがそれに基づいてこのコンテナを検出できる
ように定義されています。

ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT: 9121

Redis Prometheus メトリクスをスクレイプするように CloudWatch エージェントを設定する

Redis Prometheus メトリクスをスクレイプするように CloudWatch エージェントを設定するには

1. 次のコマンドを入力して、cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml の最新バー
ジョンをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/ecs-task-definition-templates/deployment-mode/replica-service/cwagent-
prometheus/cloudformation-quickstart/cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml

2. テキストエディタでファイルを開き、value セクションの
resource:CWAgentConfigSSMParameter キーの背後にある完全な CloudWatch エージェント設
定を見つけます。

次に、ここに示す ecs_service_discovery セクションでは、docker_label ベー
スのサービス検出が、Redis ECS タスク定義で定義した Docker ラベルと一致する
ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT をベースとしたデフォルト設定で有効になっています。した
がって、このセクションで変更を加える必要はありません。

ecs_service_discovery": { 
  "sd_frequency": "1m", 
  "sd_result_file": "/tmp/cwagent_ecs_auto_sd.yaml",
*  "docker_label": { 
  },* 
  ...

metric_declaration セクションの場合、デフォルト設定では Redis メトリクスを許可しませ
ん。Redis メトリクスを許可するには、次のセクションを追加します。デフォルトのインデントパ
ターンに従ってください。

{ 
  "source_labels": ["container_name"], 
  "label_matcher": "^redis-exporter-.*$", 
  "dimensions": [["ClusterName","TaskDefinitionFamily"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^redis_net_(in|out)put_bytes_total$", 
    "^redis_(expired|evicted)_keys_total$", 
    "^redis_keyspace_(hits|misses)_total$", 
    "^redis_memory_used_bytes$", 
    "^redis_connected_clients$" 
  ]
},
{ 
  "source_labels": ["container_name"], 
  "label_matcher": "^redis-exporter-.*$", 
  "dimensions": [["ClusterName","TaskDefinitionFamily","cmd"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^redis_commands_total$" 
  ]
},
{ 
  "source_labels": ["container_name"], 
  "label_matcher": "^redis-exporter-.*$", 
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  "dimensions": [["ClusterName","TaskDefinitionFamily","db"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^redis_db_keys$" 
  ]
},

3. AWS CloudFormation によって Amazon ECS クラスターに CloudWatch エージェントを既にデプロイ
している場合は、次のコマンドを入力して変更セットを作成できます。

ECS_LAUNCH_TYPE=FARGATE
CREATE_IAM_ROLES=True
ECS_CLUSTER_SUBNET=$ECS_CLUSTER_SUBNET_1
ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

aws cloudformation create-change-set --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-
$ECS_CLUSTER_NAME-$ECS_LAUNCH_TYPE-awsvpc \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=$CREATE_IAM_ROLES \ 
                 ParameterKey=ECSLaunchType,ParameterValue=$ECS_LAUNCH_TYPE \ 
                 ParameterKey=SecurityGroupID,ParameterValue=
$ECS_CLUSTER_SECURITY_GROUP \ 
                 ParameterKey=SubnetID,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_SUBNET \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=$ECS_EXECUTION_ROLE_NAME 
 \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region ${AWS_DEFAULT_REGION} \ 
    --change-set-name redis-scraping-support

4. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
5. 新しく作成された変更セット redis-scraping-support を確認しま

す。CWAgentConfigSSMParameter リソースに 1 つの変更が適用されていることがわかります。次
のコマンドを入力して、変更セットを実行し、CloudWatch エージェントタスクを再起動します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--desired-count 0 \
--service cwagent-prometheus-replica-service-$ECS_LAUNCH_TYPE-awsvpc \
--region ${AWS_DEFAULT_REGION}

6. 10 秒ほど待ってから、次のコマンドを入力します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--desired-count 1 \
--service cwagent-prometheus-replica-service-$ECS_LAUNCH_TYPE-awsvpc \
--region ${AWS_DEFAULT_REGION}

7. クラスターの Prometheus メトリクス収集を使用して CloudWatch エージェントを初めてインストー
ルする場合は、次のコマンドを入力します。

ECS_LAUNCH_TYPE=FARGATE
CREATE_IAM_ROLES=True
ECS_CLUSTER_SUBNET=$ECS_CLUSTER_SUBNET_1
ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

aws cloudformation create-stack --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-$ECS_CLUSTER_NAME-
$ECS_LAUNCH_TYPE-awsvpc \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=$CREATE_IAM_ROLES \ 
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                 ParameterKey=ECSLaunchType,ParameterValue=$ECS_LAUNCH_TYPE \ 
                 ParameterKey=SecurityGroupID,ParameterValue=
$ECS_CLUSTER_SECURITY_GROUP \ 
                 ParameterKey=SubnetID,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_SUBNET \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=$ECS_EXECUTION_ROLE_NAME 
 \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region ${AWS_DEFAULT_REGION}

Redis メトリクスの表示

このチュートリアルでは、次のメトリクスを CloudWatch の ECS/ContainerInsights/Prometheus 名前空間
に送信します。CloudWatch コンソールを使用して、その名前空間のメトリクスを表示できます。

メトリクス名 ディメンション

redis_net_input_bytes_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

redis_net_output_bytes_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

redis_expired_keys_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

redis_evicted_keys_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

redis_keyspace_hits_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

redis_keyspace_misses_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

redis_memory_used_bytesClusterName、TaskDefinitionFamily

redis_connected_clientsClusterName、TaskDefinitionFamily

redis_commands_totalClusterName、TaskDefinitionFamily、cmd

redis_db_keys ClusterName、TaskDefinitionFamily、db

Note

cmd ディメンションの値には
append、client、command、config、dbsize、flushall、get、incr、info、latency、
または slowlog を指定できます。
db ディメンションの値は db0 から db15 に指定できます。

また、Redis Prometheus メトリクスの CloudWatch ダッシュボードを作成することもできます。

Redis Prometheus メトリクスのダッシュボードを作成するには

1. 環境変数を作成し、以下の値をデプロイに合わせて置き換えます。

DASHBOARD_NAME=your_cw_dashboard_name
ECS_TASK_DEF_FAMILY=redis-prometheus-demo-$ECS_CLUSTER_NAME-fargate-awsvpc

2. 次のコマンドを入力して、ダッシュボードを作成します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/sample_cloudwatch_dashboards/redis/cw_dashboard_redis.json \
| sed "s/{{YOUR_AWS_REGION}}/${REGION_NAME}/g" \

588



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Container Insights の Prometheus 

メトリクスのモニターリング

| sed "s/{{YOUR_CLUSTER_NAME}}/${CLUSTER_NAME}/g" \
| sed "s/{{YOUR_NAMESPACE}}/${NAMESPACE}/g" \

Amazon EKS および Kubernetes クラスターでの Prometheus メ
トリクスコレクションの設定と構成
Amazon EKS または Kubernetes を実行しているクラスターから Prometheus メトリクスを収集する
には、CloudWatch エージェントをコレクターとして使用するか、AWS Distro for OpenTelemetry コ
レクターを使用できます。AWS Distro for OpenTelemetry コレクターの使用については、https://aws-
otel.github.io/docs/getting-started/container-insights/eks-prometheus を参照してください。

以下のセクションでは、CloudWatch エージェントを使用して Prometheus メトリクスを収集する方法に
ついて説明します。Amazon EKS または Kubernetes を実行しているクラスターに Prometheus モニター
リングを使用して CloudWatch エージェントをインストールする方法と、追加のターゲットをスクレイプ
するようにエージェントを設定する方法について説明します。また、Prometheus モニターリングでのテ
ストに使用するサンプルワークロードを設定するためのオプションのチュートリアルも提供します。

トピック
• Amazon EKS および Kubernetes クラスターに Prometheus メトリクスコレクションを使用して 

CloudWatch エージェントをインストールする (p. 589)
• CloudWatch エージェントによる Prometheus メトリクスタイプの変換 (p. 615)
• CloudWatch エージェントにより収集される Prometheus メトリクス (p. 616)
• Prometheus メトリクスの表示  (p. 623)
• Prometheus メトリクスのトラブルシューティング (p. 624)

Amazon EKS および Kubernetes クラスターに Prometheus メトリクスコレク
ションを使用して CloudWatch エージェントをインストールする

このセクションでは、Amazon EKS または Kubernetes を実行しているクラスターで Prometheus モニ
ターリングを使用して CloudWatch エージェントをセットアップする方法について説明します。これを行
うと、エージェントは、そのクラスターで実行されている次のワークロードのメトリクスを自動的にスク
レイプし、インポートします。

• AWS App Mesh
• NGINX
• Memcached
• Java/JMX
• HAProxy
• Fluent Bit

また、追加の Prometheus ワークロードとソースをスクレイプしてインポートするようにエージェントを
設定することもできます。

以下のステップに従って Prometheus メトリクスコレクション用の CloudWatch エージェントをイン
ストールする前に、Amazon EKS でクラスターが実行されているか、Amazon EC2 インスタンスで 
Kubernetes クラスターが実行されている必要があります。

VPC セキュリティグループの要件

Prometheus ワークロードのセキュリティグループの受信ルールでは、Prometheus のメトリクスをプライ
ベート IP でスクレイピングするために、CloudWatch エージェントへの Prometheus ポートを開く必要が
あります。
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CloudWatch エージェントのセキュリティグループの出力ルールでは、CloudWatch エージェントがプライ
ベート IP によって Prometheus ワークロードのポートに接続できるようにする必要があります。

トピック
• Amazon EKS および Kubernetes クラスターに Prometheus メトリクスコレクションを使用して 

CloudWatch エージェントをインストールする (p. 590)
• 追加の Prometheus ソースのスクレイピングと、それらのメトリクスのインポート (p. 593)
• (オプション) Prometheus メトリクスのテストのためにコンテナ化された Amazon EKS サンプルワー

クロードを設定する (p. 601)

Amazon EKS および Kubernetes クラスターに Prometheus メトリクスコレクションを使用して 
CloudWatch エージェントをインストールする

このセクションでは、Amazon EKS または Kubernetes を実行しているクラスターで Prometheus モニ
ターリングを使用して CloudWatch エージェントをセットアップする方法について説明します。これを行
うと、エージェントは、そのクラスターで実行されている次のワークロードのメトリクスを自動的にスク
レイプし、インポートします。

• AWS App Mesh
• NGINX
• Memcached
• Java/JMX
• HAProxy
• Fluent Bit

また、追加の Prometheus ワークロードとソースをスクレイプしてインポートするようにエージェントを
設定することもできます。

以下のステップに従って Prometheus メトリクスコレクション用の CloudWatch エージェントをイン
ストールする前に、Amazon EKS でクラスターが実行されているか、Amazon EC2 インスタンスで 
Kubernetes クラスターが実行されている必要があります。

VPC セキュリティグループの要件

Prometheus ワークロードのセキュリティグループの受信ルールでは、Prometheus のメトリクスをプライ
ベート IP でスクレイピングするために、CloudWatch エージェントへの Prometheus ポートを開く必要が
あります。

CloudWatch エージェントのセキュリティグループの出力ルールでは、CloudWatch エージェントがプライ
ベート IP によって Prometheus ワークロードのポートに接続できるようにする必要があります。

トピック
• IAM ロールの設定 (p. 590)
• Prometheus メトリクスを収集するための CloudWatch エージェントのインストール (p. 591)

IAM ロールの設定

最初のステップでは、クラスターで必要な IAM ロールを設定します。2 つの方法があります。

• サービスアカウントの IAM ロール (サービスロールとも呼ばれます) を設定します。このメソッド
は、EC2 起動タイプと Fargate 起動タイプの両方で機能します。

• クラスターに使用される IAM ロールに IAM ポリシーを追加します。これは EC2 起動タイプでのみ機能
します。

590



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Container Insights の Prometheus 

メトリクスのモニターリング

サービスロール (EC2 起動タイプと Fargate 起動タイプ) を設定する

サービスロールを設定するには、次のコマンドを入力します。MyCluster をクラスターの名前に置き換
えます。

eksctl create iamserviceaccount \ 
 --name cwagent-prometheus \
--namespace amazon-cloudwatch \ 
 --cluster MyCluster \
--attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchAgentServerPolicy \
--approve \
--override-existing-serviceaccounts

クラスターの IAM ロールにポリシーを追加する (EC2 起動タイプのみ)

Prometheus のサポートのためにクラスターで IAM ポリシーを設定するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。
3. クラスターの IAM ロール名のプレフィックスを検索する必要があります。これを行うには、クラス

ター内のインスタンスの名前の横にあるチェックボックスをオンにし、[アクション]、[インスタンス
設定]、[Attach/Replace IAM Role (IAM ロールのアタッチ/置換)] の順に選択します。次に、IAM ロール
のプレフィックス (eksctl-dev303-workshop-nodegroup など) をコピーします。

4. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
5. ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。
6. 検索ボックスを使用して、この手順で先ほどコピーしたプレフィックスを検索し、そのロールを選択

します。
7. [ポリシーのアタッチ] を選択します。
8. 検索ボックスを使用して、[CloudWatchAgentServerPolicy] を検索します。

[CloudWatchAgentServerPolicy] の横にあるチェックボックスをオンにして、[Attach policy (ポリシー
をアタッチ)] を選択します。

Prometheus メトリクスを収集するための CloudWatch エージェントのインストール

メトリクスを収集するには、CloudWatch エージェントをクラスターにインストールする必要がありま
す。エージェントのインストール方法は、Amazon EKS クラスターと Kubernetes クラスターによって異
なります。

Prometheus をサポートする以前のバージョンの CloudWatch エージェントを削除する

Prometheus をサポートするバージョンの CloudWatch エージェントが既にクラスターにインストー
ルされている場合は、次のコマンドを入力してそのバージョンを削除する必要があります。この操作
は、Prometheus をサポートする以前のバージョンのエージェントでのみ必要です。Prometheus をサポー
トせずに Container Insights を有効にする CloudWatch エージェントを削除する必要はありません。

kubectl delete deployment cwagent-prometheus -n amazon-cloudwatch

EC2 起動タイプの Amazon EKS クラスターへの CloudWatch エージェントのインストール

Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントを Amazon EKS クラスターにインストールするに
は、次の手順に従います。

Amazon EKS クラスターに Prometheus サポートをする CloudWatch エージェントをインストー
ルするには

1. 次のコマンドを入力して、amazon-cloudwatch 名前空間がすでに作成されているかどうかを確認し
ます。
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kubectl get namespace

2. 結果に amazon-cloudwatch が表示されない場合は、次のコマンドを入力して作成します。

kubectl create namespace amazon-cloudwatch

3. デフォルトの設定でエージェントをデプロイし、インストール先の AWS リージョンにデータを送信
するには、次のコマンドを入力します。

Note

次の設定ステップでは、デフォルトで匿名ユーザーとして Docker Hub からコンテナイメー
ジをプルします。このプルは、レート制限の対象となる場合があります。詳細については、
「」を参照してくださいCloudWatch エージェントコンテナイメージ (p. 470)

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-
container-insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/
cwagent-prometheus/prometheus-eks.yaml

エージェントから代わりに別のリージョンにデータを送信するには、次のステップに従います。

a. 次のコマンドを入力して、エージェントの YAML ファイルをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/prometheus-eks.yaml

b. テキストエディタでファイルを開き、ファイルの cwagentconfig.json ブロックを検索しま
す。

c. ハイライト表示された行を追加し、必要なリージョンを指定します。

cwagentconfig.json: | 
    { 
       "agent": { 
        "region": "us-east-2" 
      },
      "logs": { ...

d. ファイルを保存し、更新されたファイルを使用してエージェントをデプロイします。

kubectl apply -f prometheus-eks.yaml

Fargate 起動タイプの Amazon EKS クラスターへの CloudWatch エージェントのインストール

Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントを Fargate 起動タイプの Amazon EKS クラスター
にインストールするには、次の手順に従います。

Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントを Fargate 起動タイプの Amazon EKS ク
ラスターにインストールするには

1. クラスター内で実行できるように、次のコマンドを入力して、CloudWatch エージェントの Fargate 
プロファイルを作成します。MyCluster をクラスターの名前に置き換えます。

eksctl create fargateprofile --cluster MyCluster \
--name amazon-cloudwatch \
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--namespace amazon-cloudwatch

2. CloudWatch エージェントをインストールするには、次のコマンドを入力します。MyCluster をク
ラスターの名前に置き換えます。この名前は、エージェントによって収集されたログイベントを保存
するロググループ名に使用されます。また、エージェントによって収集されたメトリクスのディメン
ションとしても使用されます。

region は、メトリクスの送信先となるリージョンの名前に置き換えます。例えば、us-west-1 で
す。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/prometheus-eks-fargate.yaml |  
sed "s/{{cluster_name}}/MyCluster/;s/{{region_name}}/region/" |  
kubectl apply -f -

Kubernetes クラスターへの CloudWatch エージェントのインストール

Kubernetes を実行しているクラスターに Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントをインス
トールするには、次のコマンドを入力します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-prometheus/
prometheus-k8s.yaml |  
sed "s/{{cluster_name}}/MyCluster/;s/{{region_name}}/region/" |  
kubectl apply -f -

MyCluster をクラスターの名前に置き換えます。この名前は、エージェントによって収集されたログイ
ベントを保存するロググループ名に使用されます。また、エージェントによって収集されたメトリクスの
ディメンションとしても使用されます。

region は、メトリクスの送信先となる AWS リージョンの名前に置き換えます。例えば、us-west-1 で
す。

エージェントが実行されていることを確認する

Amazon EKS と Kubernetes クラスターの両方で、次のコマンドを入力して、エージェントが実行中であ
ることを確認できます。

kubectl get pod -l "app=cwagent-prometheus" -n amazon-cloudwatch

結果に Running 状態の 1 つの CloudWatch エージェントポッドが含まれる場合、エージェントは実行中
であり、Prometheus メトリクスを収集しています。デフォルトでは、CloudWatch エージェントは、App 
Mesh、NGINX、Memcached、Java/JMX、および HAProxy のメトリクスを毎分収集します。これら
のメトリクスの詳細については、「CloudWatch エージェントにより収集される Prometheus メトリク
ス (p. 616)」を参照してください。CloudWatch で Prometheus メトリクスを表示する方法については
「Prometheus メトリクスの表示  (p. 623)」を参照してください。

他の Prometheus エクスポーターからメトリクスを収集するよう CloudWatch エージェントを設定するこ
ともできます。詳細については、「」を参照してください追加の Prometheus ソースのスクレイピング
と、それらのメトリクスのインポート (p. 593)

追加の Prometheus ソースのスクレイピングと、それらのメトリクスのインポート

Prometheus モニターリングを使用した CloudWatch エージェントは、Prometheus メトリクスをスクレイ
プするために 2 つの設定が必要です。1 つは標準の Prometheus 設定用で、Prometheus ドキュメントの
「<scrape_config>」に記載されています。もう 1 つは CloudWatch エージェント設定用です。
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Amazon EKS クラスターの場合、設定は prometheus-eks.yaml (EC2 起動タイプの場合) または
prometheus-eks-fargate.yaml (Fargate 起動タイプの場合) で 2 つの設定マップとして定義されま
す。

• name: prometheus-config セクションには、Prometheus のスクレイピング設定が含まれていま
す。

• name: prometheus-cwagentconfig セクションには、CloudWatch エージェントの設定が含まれて
います。このセクションを使用して、CloudWatch で Prometheus メトリクスを収集する方法を設定で
きます。例えば、どのメトリクスを CloudWatch にインポートするかを指定し、ディメンションを定義
します。

Amazon EC2 インスタンスで実行されている Kubernetes クラスターの場合、設定は prometheus-
k8s.yaml YAML ファイルで 2 つの設定マップとして定義されます。

• name: prometheus-config セクションには、Prometheus のスクレイピング設定が含まれていま
す。

• name: prometheus-cwagentconfig セクションには、CloudWatch エージェントの設定が含まれて
います。

追加の Prometheus メトリクスソースをスクレイプし、それらのメトリクスを CloudWatch にインポート
するには、Prometheus スクレイプ設定と CloudWatch エージェント設定の両方を変更し、更新された設
定でエージェントを再デプロイします。

VPC セキュリティグループの要件

Prometheus ワークロードのセキュリティグループの受信ルールでは、Prometheus のメトリクスをプライ
ベート IP でスクレイピングするために、CloudWatch エージェントへの Prometheus ポートを開く必要が
あります。

CloudWatch エージェントのセキュリティグループの出力ルールでは、CloudWatch エージェントがプライ
ベート IP によって Prometheus ワークロードのポートに接続できるようにする必要があります。

Prometheus スクレイプ設定

この CloudWatch エージェントは、Prometheus のドキュメントの「<scrape_config>」に記載されてい
るように、標準の Prometheus スクレイプ設定をサポートしています。このセクションを編集して、この
ファイルに既に含まれている設定を更新したり、Prometheus スクレイピングターゲットを追加したりで
きます。デフォルトでは、サンプル設定ファイルに次のグローバル設定行が含まれています。

global: 
  scrape_interval: 1m 
  scrape_timeout: 10s

• scrape_interval – ターゲットをスクレイプする頻度を定義します。
• scrape_timeout – スクレイプリクエストがタイムアウトするまでの待機時間を定義します。

また、ジョブレベルでこれらの設定に対して異なる値を定義し、グローバル設定をオーバーライドするこ
ともできます。

Prometheus スクレイピングジョブ

CloudWatch エージェント YAML ファイルには、既にいくつかのデフォルトのスクレイピングジョブ
が設定されています。例えば、prometheus-eks.yaml では、デフォルトのスクレイピングジョブ
は、job_name セクションの scrape_configs 行で設定されています。このファイルで、次のデフォル
ト kubernetes-pod-jmx セクションは、JMX Exporter メトリクスをスクレイピングします。
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   - job_name: 'kubernetes-pod-jmx' 
      sample_limit: 10000 
      metrics_path: /metrics 
      kubernetes_sd_configs: 
      - role: pod 
      relabel_configs: 
      - source_labels: [__address__] 
        action: keep 
        regex: '.*:9404$' 
      - action: labelmap 
        regex: __meta_kubernetes_pod_label_(.+) 
      - action: replace 
        source_labels: 
        - __meta_kubernetes_namespace 
        target_label: Namespace 
      - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_name] 
        action: replace 
        target_label: pod_name 
      - action: replace 
        source_labels: 
        - __meta_kubernetes_pod_container_name 
        target_label: container_name 
      - action: replace 
        source_labels: 
        - __meta_kubernetes_pod_controller_name 
        target_label: pod_controller_name 
      - action: replace 
        source_labels: 
        - __meta_kubernetes_pod_controller_kind 
        target_label: pod_controller_kind 
      - action: replace 
        source_labels: 
        - __meta_kubernetes_pod_phase 
        target_label: pod_phase

これらのデフォルトターゲットはそれぞれスクレイピングされ、メトリクスは埋め込まれたメトリクス
形式を使用してログイベントで CloudWatch に送信されます。詳細については、「」を参照してくださ
いCloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットを使用して高カーディナリティログを取り込み、メトリ
クスを生成する (p. 995)

Amazon EKS および Kubernetes クラスターからのログイベントは、CloudWatch Logs の [/aws/
containerinsights/cluster_name/prometheus] ロググループに保存されます。Amazon ECS クラスターか
らのログイベントは、[/aws/ecs/containerinsights/cluster_name/prometheus] ロググループに保存されま
す。

各スクレイピングジョブは、このロググループ内の異なるログストリームに含まれています。例え
ば、Prometheus スクレイピングジョブ kubernetes-pod-appmesh-envoy が App Mesh に対して定義
されています。Amazon EKS および Kubernetes クラスターのすべての App Mesh Prometheus メトリクス
は、[/aws/containerinsights/cluster_name>prometheus/kubernetes-pod-appmesh-envoy/] という名前の
ログストリームに送信されます。

新しいスクレイピングターゲットを追加するには、YAML ファイルの job_name セクションに新しい
scrape_configs セクションを追加し、エージェントを再起動します。このプロセスの例については、
「新しい Prometheus スクレイピングターゲットを追加するためのチュートリアル: Prometheus API サー
バーメトリクス (p. 598)」を参照してください。

Prometheus の CloudWatch エージェント設定

CloudWatch エージェント設定ファイルには、Prometheus スクレイピング設定の prometheus の
metrics_collected セクションがあります。これには、次の設定オプションが含まれます。
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• cluster_name – ログイベントのラベルとして追加されるクラスター名を指定します。このフィールドは
オプションです。これを省略すると、エージェントは Amazon EKS または Kubernetes クラスター名を
検出できます。

• log_group_name – スクレイプされた Prometheus メトリクスのロググループ名を指定します。この
フィールドはオプションです。これを省略すると、CloudWatch では Amazon EKS および Kubernetes 
クラスターからのログに /aws/containerinsights/cluster_name/prometheus が使用されます。

• prometheus_config_path – Prometheus スクレイプ設定ファイルパスを指定します。このフィールドの
値が env: で始まる場合、Prometheus スクレイプ設定ファイルの内容は、コンテナの環境変数から取
得されます。このフィールドは変更しないでください。

• ecs_service_discovery – Amazon ECS Prometheus サービス検出の設定を指定するセクションです。詳
細については、「」を参照してくださいAmazon ECS クラスターでの自動検出の詳細ガイド (p. 558)

ecs_service_discovery セクションには、次のフィールドを含めることができます。
• sd_frequency は、Prometheus エクスポーターを検出する頻度です。数値と単位サフィックスを指

定します。例えば、1m の場合は 1 分に 1 回、30s の場合は 30 秒に 1 回です。有効な単位サフィック
スは、ns、us、ms、s、m、h です。

このフィールドはオプションです。デフォルト値は 60 秒 (1 分) です。
• sd_target_cluster は、自動検出のターゲット Amazon ECS クラスター名です。このフィール

ドはオプションです。デフォルトは、CloudWatch エージェントがインストールされている Amazon 
ECS クラスターの名前です。

• sd_cluster_region は、ターゲット Amazon ECS クラスターのリージョンです。このフィール
ドはオプションです。デフォルトは、CloudWatch エージェントがインストールされている Amazon 
ECS クラスターのリージョンです。

• sd_result_file は、Prometheus ターゲット結果の YAML ファイルのパスです。Prometheus スク
レイプ設定は、このファイルを参照します。

• docker_label は、docker のラベルベースのサービス検出の設定を指定するために使用できるオプ
ションのセクションです。このセクションを省略すると、docker のラベルベースの検出は使用されま
せん。このセクションには、次のフィールドを含めることができます。
• sd_port_label は、Prometheus メトリクスのコンテナポートを指定するコンテナの docker ラ

ベル名です。デフォルト値は、「ECS_PROMETHEUS_EXPORTER_PORT」です。コンテナにこの 
docker ラベルがない場合、CloudWatch エージェントはそれをスキップします。

• sd_metrics_path_label は、Prometheus メトリクスパスを指定するコンテナの docker ラベル
名です。デフォルト値は、「ECS_PROMETHEUS_METRICS_PATH」です。コンテナにこの docker 
ラベルがない場合、エージェントはデフォルトパス /metrics を引き受けます。

• sd_job_name_label は、Prometheus スクレイプジョブ名を指定するコンテナの docker ラベル
名です。デフォルト値は、「job」です。コンテナにこの docker ラベルがない場合、CloudWatch 
エージェントは Prometheus スクレイプ設定でジョブ名を使用します。

• task_definition_list は、タスク定義ベースのサービス検出の設定を指定するために使用できる
オプションのセクションです。このセクションを省略すると、タスク定義ベースの検出は使用されま
せん。このセクションには、次のフィールドを含めることができます。
• sd_task_definition_arn_pattern は、検出する Amazon ECS タスク定義を指定するために

使用するパターンです。これは正規表現です。
• sd_metrics_ports に、Prometheus メトリクスの containerPort を示します。containerPort はセ

ミコロンで区切ります。
• sd_container_name_pattern は、Amazon ECS タスクコンテナ名を指定します。これは正規表

現です。
• sd_metrics_path は、Prometheus のメトリクスパスを指定します。これを省略すると、エー

ジェントはデフォルトのパス /metrics を引き受けます。
• sd_job_name Prometheus スクレイプジョブ名を指定します。このフィールドを省略する

と、CloudWatch エージェントは Prometheus スクレイプ設定のジョブ名を使用します。
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• metric_declaration – 生成されるメトリクス形式が埋め込まれたログの配列を指定するセクショ
ンです。CloudWatch エージェントがインポートする各 Prometheus ソースには、デフォルトで
metric_declaration セクションがあります。これらの各セクションには、次のフィールドが含まれ
ています。
• label_matcher は、 に表示されているラベルの値をチェックする正規表現で

す。source_labels一致するメトリクスは、CloudWatch に送信される埋め込みメトリクス形式に含
めることができます。

source_labels で複数のラベルを指定する場合は、^ の正規表現に $ や label_matcher 文字を使
用しないことをお勧めします。

• source_labels は、label_matcher 行によってチェックされるラベルの値を指定します。
• label_separator は、複数の  label_matcher が指定されている場合に、source_labels

行で使用するセパレータを指定します。デフォルトは ; です。このデフォルトは、次の例の
label_matcher 行で使用されています。

• metric_selectors は、収集され、CloudWatch に送信されるメトリクスを指定する正規表現です。
• dimensions は、選択した各メトリクスの CloudWatch ディメンションとして使用されるラベルのリ

ストです。

次の metric_declaration の例を参照してください。

"metric_declaration": [ 
  { 
     "source_labels":[ "Service", "Namespace"], 
     "label_matcher":"(.*node-exporter.*|.*kube-dns.*);kube-system", 
     "dimensions":[ 
        ["Service", "Namespace"] 
     ], 
     "metric_selectors":[ 
        "^coredns_dns_request_type_count_total$" 
     ] 
  }
]

この例では、次の条件が満たされた場合にログイベントとして送信される埋め込みメトリクス形式セク
ションを設定します。

• Service の値には node-exporter または kube-dns が含まれます。
• Namespace の値は kube-system です。
• Prometheus メトリクス coredns_dns_request_type_count_total には、Service ラベルおよび
Namespace ラベルの両方が含まれます。

送信されるログイベントには、次の強調表示されたセクションが含まれます。

{ 
   "CloudWatchMetrics":[ 
      { 
         "Metrics":[ 
            { 
               "Name":"coredns_dns_request_type_count_total" 
            } 
         ], 
         "Dimensions":[ 
            [ 
               "Namespace", 
               "Service" 
            ] 
         ], 
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         "Namespace":"ContainerInsights/Prometheus" 
      } 
   ],
   "Namespace":"kube-system", 
   "Service":"kube-dns", 
   "coredns_dns_request_type_count_total":2562, 
   "eks_amazonaws_com_component":"kube-dns", 
   "instance":"192.168.61.254:9153", 
   "job":"kubernetes-service-endpoints", 
   ...
}

新しい Prometheus スクレイピングターゲットを追加するためのチュートリアル: Prometheus API 
サーバーメトリクス

Kubernetes API サーバーは、デフォルトでエンドポイントで Prometheus メトリクスを公開しま
す。Kubernetes API サーバーのスクレイピング設定に関する公式のサンプルは、GitHub で入手できま
す。

次のチュートリアルでは、次のステップを実行して Kubernetes API サーバーメトリクスを CloudWatch に
インポートする方法を示します。

• CloudWatch エージェントの YAML ファイルに、Kubernetes API サーバーの Prometheus スクレイピン
グ設定を追加します。

• CloudWatch エージェントの YAML ファイルに埋め込まれたメトリクス形式のメトリクス定義を設定し
ます。

• (オプション) Kubernetes API サーバーメトリクスの CloudWatch ダッシュボードを作成します。

Note

Kubernetes API サーバーは、ゲージ、カウンター、ヒストグラム、およびサマリーメトリクスを
公開します。このリリースの Prometheus メトリクスサポートでは、CloudWatch はゲージ、カウ
ンター、およびサマリータイプのメトリクスのみをインポートします。

CloudWatch で Kubernetes API サーバー Prometheus メトリクスの収集を開始するには

1. 次のコマンドのいずれかを入力して、最新バージョンの prometheus-eks.yaml、prometheus-
eks-fargate.yaml、または prometheus-k8s.yaml ファイルをダウンロードします。

EC2 起動タイプの Amazon EKS クラスターの場合は、次のコマンドを入力します。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/prometheus-eks.yaml

Fargate 起動タイプの Amazon EKS クラスターの場合は、次のコマンドを入力します。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/prometheus-eks-fargate.yaml

Amazon EC2 インスタンスで実行されている Kubernetes クラスターの場合は、次のコマンドを入力
します。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/prometheus-k8s.yaml
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2. テキストエディタでファイルを開き、prometheus-config セクションを見つけ、そのセクション内
に次のセクションを追加します。次に、変更を保存します。

    # Scrape config for API servers 
    - job_name: 'kubernetes-apiservers' 
      kubernetes_sd_configs: 
        - role: endpoints 
          namespaces: 
            names: 
              - default 
      scheme: https 
      tls_config: 
        ca_file: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/ca.crt 
        insecure_skip_verify: true 
      bearer_token_file: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token 
      relabel_configs: 
      - source_labels: [__meta_kubernetes_service_name, 
 __meta_kubernetes_endpoint_port_name] 
        action: keep 
        regex: kubernetes;https 
      - action: replace 
        source_labels: 
        - __meta_kubernetes_namespace 
        target_label: Namespace 
      - action: replace 
        source_labels: 
        - __meta_kubernetes_service_name 
        target_label: Service

3. テキストエディタで YAML ファイルを開いている間に、cwagentconfig.json セクションを見つけ
ます。次のサブセクションを追加し、変更を保存します。このセクションでは、API サーバーメトリ
クスを CloudWatch エージェント許可リストに追加します。次の 3 種類の API サーバーメトリクスを
許可リストに追加します。

• etcd オブジェクト数
• API サーバー登録コントローラーメトリクス
• API サーバー要求メトリクス

{"source_labels": ["job", "resource"], 
  "label_matcher": "^kubernetes-apiservers;(services|daemonsets.apps|deployments.apps|
configmaps|endpoints|secrets|serviceaccounts|replicasets.apps)", 
  "dimensions": [["ClusterName","Service","resource"]], 
  "metric_selectors": [ 
  "^etcd_object_counts$" 
  ]
},
{"source_labels": ["job", "name"], 
   "label_matcher": "^kubernetes-apiservers;APIServiceRegistrationController$", 
   "dimensions": [["ClusterName","Service","name"]], 
   "metric_selectors": [ 
   "^workqueue_depth$", 
   "^workqueue_adds_total$", 
   "^workqueue_retries_total$" 
  ]
},
{"source_labels": ["job","code"], 
  "label_matcher": "^kubernetes-apiservers;2[0-9]{2}$", 
  "dimensions": [["ClusterName","Service","code"]], 
  "metric_selectors": [ 
   "^apiserver_request_total$" 
  ]
},
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{"source_labels": ["job"], 
  "label_matcher": "^kubernetes-apiservers", 
  "dimensions": [["ClusterName","Service"]], 
  "metric_selectors": [ 
  "^apiserver_request_total$" 
  ]
},

4. Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントが既にクラスタにデプロイされている場合
は、次のコマンドを入力してエージェントを削除する必要があります。

kubectl delete deployment cwagent-prometheus -n amazon-cloudwatch

5. 次のいずれかのコマンドを入力して、更新した設定で CloudWatch エージェントをデプロイしま
す。EC2 起動タイプの Amazon EKS クラスターの場合は、次を入力します:

kubectl apply -f prometheus-eks.yaml

Fargate 起動タイプの Amazon EKS クラスターの場合は、次のコマンドを入力します。MyCluster
および region を、デプロイに合った値に置き換えます。

cat prometheus-eks-fargate.yaml \
| sed "s/{{cluster_name}}/MyCluster/;s/{{region_name}}/region/" \
| kubectl apply -f -

Kubernetes クラスターの場合は、次のコマンドを入力します。MyCluster および region を、デプ
ロイに合った値に置き換えます。

cat prometheus-k8s.yaml \
| sed "s/{{cluster_name}}/MyCluster/;s/{{region_name}}/region/" \
| kubectl apply -f -

これを行うと、[/aws/containerinsights/cluster_name/prometheus] ロググループに [kubernetes-
apiservers] という名前の新しいログストリームが表示されます。このログストリームには、次のような埋
め込みメトリクス形式の定義を持つログイベントを含める必要があります。

{ 
   "CloudWatchMetrics":[ 
      { 
         "Metrics":[ 
            { 
               "Name":"apiserver_request_total" 
            } 
         ], 
         "Dimensions":[ 
            [ 
               "ClusterName", 
               "Service" 
            ] 
         ], 
         "Namespace":"ContainerInsights/Prometheus" 
      } 
   ], 
   "ClusterName":"my-cluster-name", 
   "Namespace":"default", 
   "Service":"kubernetes", 
   "Timestamp":"1592267020339", 
   "Version":"0", 
   "apiserver_request_count":0, 
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   "apiserver_request_total":0, 
   "code":"0", 
   "component":"apiserver", 
   "contentType":"application/json", 
   "instance":"192.0.2.0:443", 
   "job":"kubernetes-apiservers", 
   "prom_metric_type":"counter", 
   "resource":"pods", 
   "scope":"namespace", 
   "verb":"WATCH", 
   "version":"v1"
}

CloudWatch コンソールで [ContainerInsights/Prometheus] 名前空間のメトリクスを表示できます。オプ
ションで、Prometheus Kubernetes API サーバーメトリクスの CloudWatch ダッシュボードを作成するこ
ともできます。

(オプション) Kubernetes API サーバーメトリクスのダッシュボードの作成

ダッシュボードに Kubernetes API サーバーメトリクスを表示するには、前のセクションのステップをまず
完了して、CloudWatch でこれらのメトリクスの収集を開始する必要があります。

Kubernetes API サーバーメトリクスのダッシュボードを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 正しい AWS リージョンが選択されていることを確認します。
3. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
4. [ダッシュボードの作成] を選択します。新しいダッシュボードの名前を入力し、[ダッシュボードの作

成] を選択します。
5. [このダッシュボードに追加] で、[キャンセル] を選択します。
6. [アクション]、[ソースの表示/編集] を選択します。
7. JSON ファイル Kubernetes API ダッシュボードソースをダウンロードします。
8. ダウンロードした JSON ファイルをテキストエディタで開き、次の変更を加えます。

• すべての {{YOUR_CLUSTER_NAME}} 文字列をクラスターの正確な名前に置き換えます。テキスト
の前後に空白を追加しないようにしてください。

• すべての {{YOUR_AWS_REGION}} 文字列を、メトリクスを収集するリージョンの名前に置き換え
ます。例えば、「us-west-2」と入力します。テキストの前後に空白を追加しないようにしてくだ
さい。

9. JSON BLOB 全体をコピーし、CloudWatch コンソールのテキストボックスに貼り付けて、ボックスに
既に入力されている内容を置き換えます。

10. [更新]、[ダッシュボードの保存] の順に選択します。

(オプション) Prometheus メトリクスのテストのためにコンテナ化された Amazon EKS サンプル
ワークロードを設定する

CloudWatch Container Insights で Prometheus メトリクスのサポートをテストするには、次のコンテナ
化されたワークロードを 1 つ以上設定できます。Prometheus をサポートする CloudWatch エージェン
トは、これらの各ワークロードからメトリクスを自動的に収集します。デフォルトで収集されるメトリ
クスを表示する方法については、「CloudWatch エージェントにより収集される Prometheus メトリク
ス (p. 616)」を参照してください。

これらのワークロードをインストールする前に、次のコマンドを入力して Helm 3.x をインストールする必
要があります。

brew install helm
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詳細については、「Helm」を参照してください。

トピック
• Amazon EKS および Kubernetes の AWS App Mesh サンプルワークロードを設定する (p. 602)
• サンプルトラフィックを使用して、Amazon EKS および Kubernetes で NGINX をセットアップす

る (p. 605)
• メトリクスエクスポーターを使用して、Amazon EKS および Kubernetes で memcached をセット

アップする (p. 606)
• Amazon EKS および Kubernetes で Java/JMX サンプルワークロードをセットアップする (p. 607)
• メトリクスエクスポーターを使用して、Amazon EKS および Kubernetes で HAProxy をセットアップ

する (p. 611)
• 新しい Prometheus スクレイピングターゲットを追加するためのチュートリアル: Amazon EKS クラス

ターと Kubernetes クラスター (p. 612)

Amazon EKS および Kubernetes の AWS App Mesh サンプルワークロードを設定する

CloudWatch Container Insights での Prometheus サポートでは、 がサポートされていますAWS App Mesh 
次のセクションでは、App Mesh の設定方法について説明します。

CloudWatch Container Insights は、App Mesh Envoy アクセスログを収集することもできます。詳細につ
いては、「」を参照してください(オプション) App Mesh Envoy アクセスログを有効にする (p. 505)

トピック
• EC2 起動タイプの Amazon EKS クラスターまたは Kubernetes クラスターで AWS App Mesh サンプ

ルワークロードを設定する (p. 602)
• Fargate 起動タイプの Amazon EKS クラスターで AWS App Mesh サンプルワークロードを設定す

る (p. 603)

EC2 起動タイプの Amazon EKS クラスターまたは Kubernetes クラスターで AWS App Mesh サ
ンプルワークロードを設定する

EC2 起動タイプの Amazon EKS を実行しているクラスターまたは Kubernetes クラスターで App Mesh を
設定する場合は、以下の手順を使用します。

IAM 許可を設定する

Amazon EKS または Kubernetes ノードグループの IAM ロールに AWSAppMeshFullAccess ポリシー
を追加する必要があります。Amazon EKS の場合、このノードグループ名は eksctl-integ-test-
eks-prometheus-NodeInstanceRole-ABCDEFHIJKL のようになります。Kubernetes の場合
は、nodes.integ-test-kops-prometheus.k8s.local のようになることもあります。

App Mesh のインストール

App Mesh Kubernetes コントローラーをインストールするには、「App Mesh コントローラー」の手順に
従います。

サンプルアプリケーションをインストールする

「aws-app-mesh-examples」には、複数の Kubernetes App Mesh チュートリアルが含まれています。こ
のチュートリアルでは、http ルートがヘッダーを使用して着信リクエストを照合する方法を示すサンプル
カラーアプリケーションをインストールします。

App Mesh サンプルアプリケーションを使用して Container Insights をテストするには

1. 「」の手順に従ってアプリケーションをインストールしますhttps://github.com/aws/aws-app-mesh-
examples/tree/main/walkthroughs/howto-k8s-http-headers
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2. curler ポッドを起動してトラフィックを生成します。

kubectl -n default run -it curler --image=tutum/curl /bin/bash

3. HTTP ヘッダーを変更し、異なるエンドポイントに対して curl を使用します。次のように curl コマン
ドを複数回実行します。

curl -H "color_header: blue" front.howto-k8s-http-headers.svc.cluster.local:8080/; 
 echo;

curl -H "color_header: red" front.howto-k8s-http-headers.svc.cluster.local:8080/; echo;

curl -H "color_header: yellow" front.howto-k8s-http-headers.svc.cluster.local:8080/; 
 echo;

4. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
5. クラスターが実行されている AWS リージョンで、ナビゲーションペインから [Metrics] (メトリクス) 

を選択します。このメトリクスは、[ContainerInsights/Prometheus] 名前空間にあります。
6. CloudWatch Logs イベントを表示するには、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。イベントは、ログストリーム  /aws/containerinsights/your_cluster_name/
prometheus  のロググループ kubernetes-pod-appmesh-envoy にあります 。

App Mesh テスト環境の削除

App Mesh とサンプルアプリケーションの使用が終了したら、次のコマンドを使用して不要なリソースを
削除します。サンプルアプリケーションを削除するには、次のコマンドを入力します。

cd aws-app-mesh-examples/walkthroughs/howto-k8s-http-headers/
kubectl delete -f _output/manifest.yaml

App Mesh コントローラーを削除するには、次のコマンドを入力します。

helm delete appmesh-controller -n appmesh-system

Fargate 起動タイプの Amazon EKS クラスターで AWS App Mesh サンプルワークロードを設定
する

Fargate 起動タイプの Amazon EKS を実行しているクラスターで App Mesh を設定する場合は、以下の手
順を使用します。

IAM 許可を設定する

IAM アクセス許可を設定するには、次のコマンドを入力します。MyCluster をクラスターの名前に置き
換えます。

eksctl create iamserviceaccount --cluster MyCluster \ 
 --namespace howto-k8s-fargate \ 
 --name appmesh-pod \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshEnvoyAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSXRayDaemonWriteAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshFullAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapFullAccess \ 
 --override-existing-serviceaccounts \ 
 --approve
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App Mesh のインストール

App Mesh Kubernetes コントローラーをインストールするには、「App Mesh コントローラー」の手順に
従います。Fargate 起動タイプの Amazon EKS の指示に従ってください。

サンプルアプリケーションをインストールする

「aws-app-mesh-examples」には、複数の Kubernetes App Mesh チュートリアルが含まれています。こ
のチュートリアルでは、Fargate 起動タイプの Amazon EKS クラスターで動作するサンプルカラーアプリ
ケーションをインストールします。

App Mesh サンプルアプリケーションを使用して Container Insights をテストするには

1. 「」の手順に従ってアプリケーションをインストールしますhttps://github.com/aws/aws-app-mesh-
examples/tree/main/walkthroughs/howto-k8s-fargate

これらの手順では、正しい Fargate プロファイルを使用して新しいクラスターを作成することを前提
としています。既に設定済みの Amazon EKS クラスターを使用する場合は、次のコマンドを使用し
て、このデモンストレーション用にそのクラスターを設定できます。MyCluster をクラスターの名
前に置き換えます。

eksctl create iamserviceaccount --cluster MyCluster \ 
 --namespace howto-k8s-fargate \ 
 --name appmesh-pod \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshEnvoyAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapDiscoverInstanceAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSXRayDaemonWriteAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLogsFullAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSAppMeshFullAccess \ 
 --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSCloudMapFullAccess \ 
 --override-existing-serviceaccounts \ 
 --approve

eksctl create fargateprofile --cluster MyCluster \
--namespace howto-k8s-fargate --name howto-k8s-fargate

2. フロントアプリケーションのデプロイをポート転送します。

kubectl -n howto-k8s-fargate port-forward deployment/front 8080:8080

3. フロントアプリをカールする:

while true; do  curl -s http://localhost:8080/color; sleep 0.1; echo ; done

4. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
5. クラスターが実行されている AWS リージョンで、ナビゲーションペインから [Metrics] (メトリクス) 

を選択します。このメトリクスは、[ContainerInsights/Prometheus] 名前空間にあります。
6. CloudWatch Logs イベントを表示するには、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。イベントは、ログストリーム  /aws/containerinsights/your_cluster_name/
prometheus  のロググループ kubernetes-pod-appmesh-envoy にあります 。

App Mesh テスト環境の削除

App Mesh とサンプルアプリケーションの使用が終了したら、次のコマンドを使用して不要なリソースを
削除します。サンプルアプリケーションを削除するには、次のコマンドを入力します。

cd aws-app-mesh-examples/walkthroughs/howto-k8s-fargate/
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kubectl delete -f _output/manifest.yaml

App Mesh コントローラーを削除するには、次のコマンドを入力します。

helm delete appmesh-controller -n appmesh-system

サンプルトラフィックを使用して、Amazon EKS および Kubernetes で NGINX をセットアップす
る

NGINX は、ロードバランサーやリバースプロキシとしても使用できるウェブサーバーです。Kubernetes 
が入力に NGINX を使用する方法については、「kubernetes/ingress-nginx」を参照してください。

Container Insights の Prometheus サポートをテストするために、サンプルトラフィックサービス 
ingress-nginx をインストールするには

1. 次のコマンドを入力して、Helm ingress-nginx リポジトリを追加します。

helm repo add ingress-nginx https://kubernetes.github.io/ingress-nginx

2. 以下のコマンドを入力します。

kubectl create namespace nginx-ingress-sample

helm install my-nginx ingress-nginx/ingress-nginx \
--namespace nginx-ingress-sample \
--set controller.metrics.enabled=true \
--set-string controller.metrics.service.annotations."prometheus\.io/port"="10254" \
--set-string controller.metrics.service.annotations."prometheus\.io/scrape"="true"

3. 次のコマンドを入力して、サービスが正常に開始されたかどうかを確認します。

kubectl get service -n nginx-ingress-sample

このコマンドの出力には、EXTERNAL-IP 列を含む複数の列が表示されます。
4. NGINX 入力コントローラーの行の EXTERNAL-IP 列の値に EXTERNAL-IP 変数を設定します。

EXTERNAL_IP=your-nginx-controller-external-ip

5. 次のコマンドを入力して、サンプル NGINX トラフィックを開始します。

SAMPLE_TRAFFIC_NAMESPACE=nginx-sample-traffic
curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/sample_traffic/nginx-traffic/nginx-traffic-sample.yaml |  
sed "s/{{external_ip}}/$EXTERNAL_IP/g" |  
sed "s/{{namespace}}/$SAMPLE_TRAFFIC_NAMESPACE/g" |  
kubectl apply -f -

6. 次のコマンドを入力して、3 つのポッドがすべて Running ステータスであることを確認します。

kubectl get pod -n $SAMPLE_TRAFFIC_NAMESPACE

ポッドが実行中の場合は、ContainerInsights/Prometheus 名前空間にメトリクスが表示されます。
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NGINX とサンプルトラフィックアプリケーションをアンインストールするには

1. 次のコマンドを入力して、サンプルトラフィックサービスを削除します。

kubectl delete namespace $SAMPLE_TRAFFIC_NAMESPACE

2. Helm リリース名で NGINX egress を削除します。

helm uninstall my-nginx --namespace nginx-ingress-sample
kubectl delete namespace nginx-ingress-sample 

メトリクスエクスポーターを使用して、Amazon EKS および Kubernetes で memcached をセッ
トアップする

memcached は、オープンソースのメモリオブジェクトキャッシュシステムです。詳細については、
「Memcached とは」を参照してください。

Fargate 起動タイプのクラスターで memcached を実行している場合は、この手順の各ステップを実行す
る前に Fargate プロファイルを設定する必要があります。プロファイルを設定するには、次のコマンドを
入力します。MyCluster をクラスターの名前に置き換えます。

eksctl create fargateprofile --cluster MyCluster \
--namespace memcached-sample --name memcached-sample

メトリクスエクスポーターとともに memcached をインストールして、Container Insights の 
Prometheus サポートをテストするには

1. 次のコマンドを入力して、リポジトリを追加します。

helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami 
             

2. 以下のコマンドを入力して、新しい名前空間を作成します。

kubectl create namespace memcached-sample

3. 次のコマンドを入力して、Memcached をインストールします。

helm install my-memcached bitnami/memcached --namespace memcached-sample \
--set metrics.enabled=true \
--set-string serviceAnnotations.prometheus\\.io/port="9150" \
--set-string serviceAnnotations.prometheus\\.io/scrape="true"

4. 次のコマンドを入力して、実行中のサービスの注釈を確認します。

kubectl describe service my-memcached-metrics -n memcached-sample

次の 2 つの注釈が表示されます。

Annotations:   prometheus.io/port: 9150 
               prometheus.io/scrape: true

memcached をアンインストールするには

• 以下のコマンドを入力します。
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helm uninstall my-memcached --namespace memcached-sample
kubectl delete namespace memcached-sample

Amazon EKS および Kubernetes で Java/JMX サンプルワークロードをセットアップする

JMX Exporter は、Prometheus メトリクスとして JMX mBeans をスクレイプおよび公開できる公式の 
Prometheus エクスポーターです。詳細については、prometheus/jmx_exporter を参照してください。

Container Insights は、JMX Exporter を使用して、Java 仮想マシン (JVM)、Java、および Tomcat 
(Catalina) から定義済みの Prometheus メトリクスを収集できます。

デフォルトの Prometheus スクレイピング設定

デフォルトでは、Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントは、Amazon EKS また
は Kubernetes クラスター内の各ポッドの http://CLUSTER_IP:9404/metrics から Java/JMX 
Prometheus メトリクスをスクレイプします。これは、Prometheus kubernetes_sd_config の role: 
pod 検出によって行われます。9404 は、Prometheus によって JMX Exporter に割り当てられたデフォル
トのポートです。role: pod 検出の詳細については、「ポッド」を参照してください。別のポートまた
は metrics_path でメトリクスを公開するように JMX Exporter を設定できます。ポートまたはパスを変更
する場合は、CloudWatch エージェント設定マップのデフォルトの jmx scrape_config を更新します。次の
コマンドを実行して、現在の CloudWatch エージェント Prometheus 設定を取得します。

kubectl describe cm prometheus-config -n amazon-cloudwatch

変更するフィールドは、次の例で強調表示されているように、/metrics および regex: '.*:9404$'
フィールドです。

job_name: 'kubernetes-jmx-pod'
sample_limit: 10000
metrics_path: /metrics
kubernetes_sd_configs:
- role: pod
relabel_configs:
- source_labels: [__address__] 
  action: keep 
   regex: '.*:9404$'
- action: replace 
  regex: (.+) 
  source_labels:

その他の Prometheus スクレイピング設定

Kubernetes サービスによって、Java/JMX Prometheus エクスポーターを使用して一連の Pod で実行され
ているアプリケーションを公開する場合、Prometheus role: service の role: endpoint 検出また
は kubernetes_sd_config を使用するように切り替えることもできます。これらの検出方法の詳細につ
いては、「 サービス」、「 エンドポイント」および「<kubernetes_sd_config>」を参照してください。

これら 2 つのサービス検出モードによって、より多くのメタラベルが提供されるため、CloudWatch メト
リクスディメンションを構築するのに便利です。たとえば、__meta_kubernetes_service_name ラ
ベルを Service ラベルに書き換えてメトリクスのディメンションに含めることができます。CloudWatch 
メトリクスとそのディメンションのカスタマイズの詳細については、「 Prometheus の CloudWatch エー
ジェント設定 (p. 556)」を参照してください。

JMX Exporter を使用した Docker イメージ

次に、Docker イメージを構築します。次のセクションでは、Dockerfile の例を 2 つ示します。
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イメージを構築したら、Amazon EKS または Kubernetes にロードし、次のコマンドを
実行して Prometheus メトリクスがポート 9404 で JMX_EXPORTER によって公開され
ていることを確認します。$JAR_SAMPLE_TRAFFIC_POD を実行中のポッド名に置き換
え、$JAR_SAMPLE_TRAFFIC_NAMESPACE をアプリケーション名前空間に置き換えます。

Fargate 起動タイプのクラスターで JMX Exporter を実行している場合は、この手順の各ステップを実行す
る前に Fargate プロファイルも設定する必要があります。プロファイルを設定するには、次のコマンドを
入力します。MyCluster をクラスターの名前に置き換えます。

eksctl create fargateprofile --cluster MyCluster \
--namespace $JAR_SAMPLE_TRAFFIC_NAMESPACE\ 
 --name $JAR_SAMPLE_TRAFFIC_NAMESPACE

kubectl exec $JAR_SAMPLE_TRAFFIC_POD -n $JARCAT_SAMPLE_TRAFFIC_NAMESPACE -- curl http://
localhost:9404

例: Prometheus メトリクスを使用した Apache Tomcat Docker イメージ

Apache Tomcat サーバーは、デフォルトで JMX mBeans を公開します。JMX Exporter と Tomcat を統合
して、JMX mBeans を Prometheus メトリクスとして公開できます。次の例の Dockerfile は、テスト用イ
メージを構築するステップを示しています。

# From Tomcat 9.0 JDK8 OpenJDK  
FROM tomcat:9.0-jdk8-openjdk  

RUN mkdir -p /opt/jmx_exporter

COPY ./jmx_prometheus_javaagent-0.12.0.jar /opt/jmx_exporter
COPY ./config.yaml /opt/jmx_exporter
COPY ./setenv.sh /usr/local/tomcat/bin  
COPY your web application.war /usr/local/tomcat/webapps/

RUN chmod  o+x /usr/local/tomcat/bin/setenv.sh

ENTRYPOINT ["catalina.sh", "run"]

次のリストでは、この Dockerfile の 4 つの COPY 行について説明します。

• https://github.com/prometheus/jmx_exporter から最新の JMX Exporter jar ファイルをダウンロードしま
す。

• config.yaml は JMX Exporter 設定ファイルです。詳細については、https://github.com/prometheus/
jmx_exporter#Configuration を参照してください。

Java と Tomcat の設定ファイルのサンプルを次に示します。

lowercaseOutputName: true
lowercaseOutputLabelNames: true

rules:
- pattern: 'java.lang<type=OperatingSystem><>(FreePhysicalMemorySize|
TotalPhysicalMemorySize|FreeSwapSpaceSize|TotalSwapSpaceSize|SystemCpuLoad|
ProcessCpuLoad|OpenFileDescriptorCount|AvailableProcessors)' 
  name: java_lang_OperatingSystem_$1 
  type: GAUGE

- pattern: 'java.lang<type=Threading><>(TotalStartedThreadCount|ThreadCount)' 
  name: java_lang_threading_$1 
  type: GAUGE
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- pattern: 'Catalina<type=GlobalRequestProcessor, name=\"(\w+-\w+)-(\d+)\"><>(\w+)' 
  name: catalina_globalrequestprocessor_$3_total 
  labels: 
    port: "$2" 
    protocol: "$1" 
  help: Catalina global $3 
  type: COUNTER

- pattern: 'Catalina<j2eeType=Servlet, WebModule=//([-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:.,;]*[-
a-zA-Z0-9+&@#/%=~_|]), name=([-a-zA-Z0-9+/$%~_-|!.]*), J2EEApplication=none, 
 J2EEServer=none><>(requestCount|maxTime|processingTime|errorCount)' 
  name: catalina_servlet_$3_total 
  labels: 
    module: "$1" 
    servlet: "$2" 
  help: Catalina servlet $3 total 
  type: COUNTER

- pattern: 'Catalina<type=ThreadPool, name="(\w+-\w+)-(\d+)"><>(currentThreadCount|
currentThreadsBusy|keepAliveCount|pollerThreadCount|connectionCount)' 
  name: catalina_threadpool_$3 
  labels: 
    port: "$2" 
    protocol: "$1" 
  help: Catalina threadpool $3 
  type: GAUGE

- pattern: 'Catalina<type=Manager, host=([-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:.,;]*[-a-zA-
Z0-9+&@#/%=~_|]), context=([-a-zA-Z0-9+/$%~_-|!.]*)><>(processingTime|sessionCounter|
rejectedSessions|expiredSessions)' 
  name: catalina_session_$3_total 
  labels: 
    context: "$2" 
    host: "$1" 
  help: Catalina session $3 total 
  type: COUNTER

- pattern: ".*"

• setenv.sh は、Tomcat とともに JMX Exporter を起動し、ローカルホストのポート 9404 で 
Prometheus メトリクスを公開する Tomcat 起動スクリプトです。また、config.yaml ファイルパスを 
JMX Exporter に提供します。

$ cat setenv.sh  
export JAVA_OPTS="-javaagent:/opt/jmx_exporter/jmx_prometheus_javaagent-0.12.0.jar=9404:/
opt/jmx_exporter/config.yaml $JAVA_OPTS"

• ウェブアプリケーション.war は、Tomcat によってロードされるウェブアプリケーション war ファイル
です。

この設定で Docker イメージを構築し、イメージリポジトリにアップロードします。

例: Prometheus メトリクスを使用した Java Jar アプリケーション Docker イメージ

次の例の Dockerfile は、テスト用イメージを構築するステップを示しています。

# Alpine Linux with OpenJDK JRE
FROM openjdk:8-jre-alpine

RUN mkdir -p /opt/jmx_exporter

COPY ./jmx_prometheus_javaagent-0.12.0.jar /opt/jmx_exporter
COPY ./SampleJavaApplication-1.0-SNAPSHOT.jar /opt/jmx_exporter
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COPY ./start_exporter_example.sh /opt/jmx_exporter
COPY ./config.yaml /opt/jmx_exporter

RUN chmod -R o+x /opt/jmx_exporter
RUN apk add curl

ENTRYPOINT exec /opt/jmx_exporter/start_exporter_example.sh

次のリストでは、この Dockerfile の 4 つの COPY 行について説明します。

• https://github.com/prometheus/jmx_exporter から最新の JMX Exporter jar ファイルをダウンロードしま
す。

• config.yaml は JMX Exporter 設定ファイルです。詳細については、https://github.com/prometheus/
jmx_exporter#Configuration を参照してください。

Java と Tomcat の設定ファイルのサンプルを次に示します。

lowercaseOutputName: true
lowercaseOutputLabelNames: true

rules:
- pattern: 'java.lang<type=OperatingSystem><>(FreePhysicalMemorySize|
TotalPhysicalMemorySize|FreeSwapSpaceSize|TotalSwapSpaceSize|SystemCpuLoad|
ProcessCpuLoad|OpenFileDescriptorCount|AvailableProcessors)' 
  name: java_lang_OperatingSystem_$1 
  type: GAUGE

- pattern: 'java.lang<type=Threading><>(TotalStartedThreadCount|ThreadCount)' 
  name: java_lang_threading_$1 
  type: GAUGE

- pattern: 'Catalina<type=GlobalRequestProcessor, name=\"(\w+-\w+)-(\d+)\"><>(\w+)' 
  name: catalina_globalrequestprocessor_$3_total 
  labels: 
    port: "$2" 
    protocol: "$1" 
  help: Catalina global $3 
  type: COUNTER

- pattern: 'Catalina<j2eeType=Servlet, WebModule=//([-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:.,;]*[-
a-zA-Z0-9+&@#/%=~_|]), name=([-a-zA-Z0-9+/$%~_-|!.]*), J2EEApplication=none, 
 J2EEServer=none><>(requestCount|maxTime|processingTime|errorCount)' 
  name: catalina_servlet_$3_total 
  labels: 
    module: "$1" 
    servlet: "$2" 
  help: Catalina servlet $3 total 
  type: COUNTER

- pattern: 'Catalina<type=ThreadPool, name="(\w+-\w+)-(\d+)"><>(currentThreadCount|
currentThreadsBusy|keepAliveCount|pollerThreadCount|connectionCount)' 
  name: catalina_threadpool_$3 
  labels: 
    port: "$2" 
    protocol: "$1" 
  help: Catalina threadpool $3 
  type: GAUGE

- pattern: 'Catalina<type=Manager, host=([-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:.,;]*[-a-zA-
Z0-9+&@#/%=~_|]), context=([-a-zA-Z0-9+/$%~_-|!.]*)><>(processingTime|sessionCounter|
rejectedSessions|expiredSessions)' 
  name: catalina_session_$3_total 
  labels: 
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    context: "$2" 
    host: "$1" 
  help: Catalina session $3 total 
  type: COUNTER

- pattern: ".*"

• start_exporter_example.sh は、エクスポートされた Prometheus メトリクスを使用して JAR ア
プリケーションを起動するスクリプトです。また、config.yaml ファイルパスを JMX Exporter に提供
します。

$ cat start_exporter_example.sh  
java -javaagent:/opt/jmx_exporter/jmx_prometheus_javaagent-0.12.0.jar=9404:/opt/
jmx_exporter/config.yaml -cp  /opt/jmx_exporter/SampleJavaApplication-1.0-SNAPSHOT.jar 
 com.gubupt.sample.app.App

• SampleJavaApplication-1.0-SNAPSHOT.jar は、Java アプリケーションのサンプル jar ファイルです。
このファイルを、モニターリングする Java アプリケーションに置き換えます。

この設定で Docker イメージを構築し、イメージリポジトリにアップロードします。

メトリクスエクスポーターを使用して、Amazon EKS および Kubernetes で HAProxy をセット
アップする

HAProxy は、オープンソースのプロキシアプリケーションです。詳細については、「HAProxy」を参照し
てください。

Fargate 起動タイプのクラスターで HAProxy を実行している場合は、この手順の各ステップを実行する前
に Fargate プロファイルを設定する必要があります。プロファイルを設定するには、次のコマンドを入力
します。MyCluster をクラスターの名前に置き換えます。

eksctl create fargateprofile --cluster MyCluster \
--namespace haproxy-ingress-sample --name haproxy-ingress-sample

メトリクスエクスポーターとともに HAProxy をインストールして、Container Insights の 
Prometheus サポートをテストするには

1. 次のコマンドを入力して、Helm インキュベーターレポジトリを追加します。

helm repo add haproxy-ingress https://haproxy-ingress.github.io/charts

2. 以下のコマンドを入力して、新しい名前空間を作成します。

kubectl create namespace haproxy-ingress-sample

3. 次のコマンドを入力して、HAProxy をインストールします。

helm install haproxy haproxy-ingress/haproxy-ingress \
--namespace haproxy-ingress-sample \
--set defaultBackend.enabled=true \
--set controller.stats.enabled=true \
--set controller.metrics.enabled=true \
--set-string controller.metrics.service.annotations."prometheus\.io/port"="9101" \
--set-string controller.metrics.service.annotations."prometheus\.io/scrape"="true"

4. 次のコマンドを入力して、サービスの注釈を確認します。

kubectl describe service haproxy-haproxy-ingress-metrics -n haproxy-ingress-sample
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次の注釈が表示されます。

Annotations:   prometheus.io/port: 9101 
               prometheus.io/scrape: true

HAProxy をアンインストールするには

• 以下のコマンドを入力します。

helm uninstall haproxy --namespace haproxy-ingress-sample
kubectl delete namespace haproxy-ingress-sample

新しい Prometheus スクレイピングターゲットを追加するためのチュートリアル: Amazon EKS ク
ラスターと Kubernetes クラスター

このチュートリアルでは、Amazon EKS および Kubernetes のサンプル Redis アプリケーションの 
Prometheus メトリクスをスクレイプするための実践的な紹介を紹介します。Redis (https://redis.io/) は、
オープンソース (BSD ライセンス済み)、メモリ内のデータ構造ストアで、データベース、キャッシュ、
メッセージブローカーとして使用されます。詳細については、「redis」を参照してください。

redis_exporter (MIT ライセンス済み) は、指定されたポートで Redis プロメテウスメトリクスを公開する
ために使用されます (デフォルト: 0.0.0.0:9121)。詳細については、「redis_exporter」を参照してくださ
い。

このチュートリアルでは、次の 2 つの Docker ハブリポジトリの Docker イメージを使用します。

• redis
• redis_exporter

Prometheus メトリクスを公開するサンプル Redis ワークロードをインストールするには

1. サンプル Redis ワークロードの名前空間を設定します。

REDIS_NAMESPACE=redis-sample

2. Fargate 起動タイプのクラスターで Redis を実行している場合は、Fargate プロファイルを設定する
必要があります。プロファイルを設定するには、次のコマンドを入力します。MyCluster をクラス
ターの名前に置き換えます。

eksctl create fargateprofile --cluster MyCluster \
--namespace $REDIS_NAMESPACE --name $REDIS_NAMESPACE

3. 次のコマンドを入力して、サンプル Redis ワークロードをインストールします。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/sample_traffic/redis/redis-traffic-sample.yaml \
| sed "s/{{namespace}}/$REDIS_NAMESPACE/g" \
| kubectl apply -f -

4. インストールには、ポート 9121 の Redis Prometheus メトリクスを公開する my-redis-metrics
という名前のサービスが含まれています。サービスの詳細を取得するには、次のコマンドを入力しま
す。
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kubectl describe service/my-redis-metrics  -n $REDIS_NAMESPACE

結果の Annotations セクションには、CloudWatch エージェントの Prometheus スクレイプ設定に
一致する 2 つの注釈が表示されます。これにより、ワークロードを自動検出できます。

prometheus.io/port: 9121
prometheus.io/scrape: true

関連する Prometheus スクレイプの設定は、- job_name: kubernetes-service-endpoints ま
たは kubernetes-eks.yaml の kubernetes-k8s.yaml のセクションに記載されています。

CloudWatch で Redis Prometheus メトリクスの収集を開始するには

1. 次のコマンドのいずれかを入力して、最新バージョンの kubernetes-eks.yaml または
kubernetes-k8s.yaml ファイルをダウンロードします。EC2 起動タイプの Amazon EKS クラス
ターの場合は、次のコマンドを入力します。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/prometheus-eks.yaml

Fargate 起動タイプの Amazon EKS クラスターの場合は、次のコマンドを入力します。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/prometheus-eks-fargate.yaml

Amazon EC2 インスタンスで実行されている Kubernetes クラスターの場合は、このコマンドを入力
します。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/prometheus-k8s.yaml

2. テキストエディタでファイルを開き、cwagentconfig.json セクションを見つけます。次のサブセ
クションを追加し、変更を保存します。インデントが既存のパターンに従っていることを確認してく
ださい。

{ 
  "source_labels": ["pod_name"], 
  "label_matcher": "^redis-instance$", 
  "dimensions": [["Namespace","ClusterName"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^redis_net_(in|out)put_bytes_total$", 
    "^redis_(expired|evicted)_keys_total$", 
    "^redis_keyspace_(hits|misses)_total$", 
    "^redis_memory_used_bytes$", 
    "^redis_connected_clients$" 
  ]
},
{ 
  "source_labels": ["pod_name"], 
  "label_matcher": "^redis-instance$", 
  "dimensions": [["Namespace","ClusterName","cmd"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^redis_commands_total$" 
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  ]
},
{ 
  "source_labels": ["pod_name"], 
  "label_matcher": "^redis-instance$", 
  "dimensions": [["Namespace","ClusterName","db"]], 
  "metric_selectors": [ 
    "^redis_db_keys$" 
  ]
},

追加したセクションでは、Redis メトリクスを CloudWatch エージェントの許可リストに配置しま
す。これらのメトリクスのリストについては、次のセクションを参照してください。

3. Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントが既にこのクラスターにデプロイされている
場合は、次のコマンドを入力してエージェントを削除する必要があります。

kubectl delete deployment cwagent-prometheus -n amazon-cloudwatch

4. 次のいずれかのコマンドを入力して、更新した設定で CloudWatch エージェントをデプロイしま
す。MyCluster と #####を設定に合わせて置き換えます。

EC2 起動タイプの Amazon EKS クラスターの場合は、次のコマンドを入力します。

kubectl apply -f prometheus-eks.yaml

Fargate 起動タイプの Amazon EKS クラスターの場合は、次のコマンドを入力します。

cat prometheus-eks-fargate.yaml \
| sed "s/{{cluster_name}}/MyCluster/;s/{{region_name}}/region/" \
| kubectl apply -f -

Kubernetes クラスターの場合は、このコマンドを入力します。

cat prometheus-k8s.yaml \
| sed "s/{{cluster_name}}/MyCluster/;s/{{region_name}}/region/" \
| kubectl apply -f -

Redis Prometheus メトリクスの表示

このチュートリアルでは、次のメトリクスを CloudWatch の ContainerInsights/Prometheus 名前空間に送
信します。CloudWatch コンソールを使用して、その名前空間のメトリクスを表示できます。

メトリクス名 ディメンション

redis_net_input_bytes_totalClusterName、Namespace

redis_net_output_bytes_totalClusterName、Namespace

redis_expired_keys_totalClusterName、Namespace

redis_evicted_keys_totalClusterName、Namespace

redis_keyspace_hits_totalClusterName、Namespace

redis_keyspace_misses_totalClusterName、Namespace
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メトリクス名 ディメンション

redis_memory_used_bytesClusterName、Namespace

redis_connected_clientsClusterName、Namespace

redis_commands_totalClusterName、Namespace、cmd

redis_db_keys ClusterName、Namespace、db

Note

cmd ディメンションの値には
append、client、command、config、dbsize、flushall、get、incr、info、latency、
または slowlog を指定できます。
db ディメンションの値は db0 から db15 に指定できます。

また、Redis Prometheus メトリクスの CloudWatch ダッシュボードを作成することもできます。

Redis Prometheus メトリクスのダッシュボードを作成するには

1. 環境変数を作成し、以下の値をデプロイに合わせて置き換えます。

DASHBOARD_NAME=your_cw_dashboard_name
REGION_NAME=your_metric_region_such_as_us-east-1
CLUSTER_NAME=your_k8s_cluster_name_here
NAMESPACE=your_redis_service_namespace_here

2. 次のコマンドを入力して、ダッシュボードを作成します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-
insights/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/service/cwagent-
prometheus/sample_cloudwatch_dashboards/redis/cw_dashboard_redis.json \
| sed "s/{{YOUR_AWS_REGION}}/${REGION_NAME}/g" \
| sed "s/{{YOUR_CLUSTER_NAME}}/${CLUSTER_NAME}/g" \
| sed "s/{{YOUR_NAMESPACE}}/${NAMESPACE}/g" \

CloudWatch エージェントによる Prometheus メトリクスタイプの変換

Prometheus クライアントライブラリには、次の 4 つのコアメトリクスタイプがあります。

• Counter
• Gauge
• 概要
• Histogram

CloudWatch エージェントは、カウンター、ゲージ、サマリーメトリクスタイプをサポートします。ヒス
トグラムメトリクスのサポートは、今後のリリースで予定されています。

サポートされていないヒストグラムメトリクスタイプの Prometheus メトリクスは、CloudWatch エー
ジェントによって除外されます。詳細については、「」を参照してください削除された Prometheus メト
リクスのログ記録 (p. 628)

ゲージメトリクス
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プロメテウスゲージメトリクス (Prometheus gauge metric) とは、任意に上下できる単一の数値を表すメ
トリクスです。CloudWatch エージェントはゲージメトリクスをスクレイプし、これらの値を直接送信し
ます。

カウンターメトリクス

Prometheus カウンターメトリクスは、値を増加またはゼロにリセットすることができる単一の単調増加
カウンターを表す累積メトリクスです。CloudWatch エージェントは、前回のスクレイプからデルタを計
算し、ログイベントのメトリクス値としてデルタ値を送信します。したがって、CloudWatch エージェン
トは 2 回目のスクレイプから 1 つのログイベントを生成し始め、後続のスクラップがあれば続行します。

サマリーメトリクス

Prometheus サマリーメトリクスは、複数のデータポイントによって表される複雑なメトリクスタイプで
す。これは、観測値の合計数とすべての観測値の合計を提供します。スライドのタイムウィンドウで設定
可能な分位数を計算します。

サマリーメトリクスの合計とカウントは累積されますが、分位数は累積されません。次の例は、分位数の
分散を示しています。

# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 7.123e-06
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 9.204e-06
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 1.1065e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 2.8731e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.003841496
go_gc_duration_seconds_sum 0.37630427
go_gc_duration_seconds_count 9774

前のセクションで説明したように、CloudWatch エージェントはカウンターメトリクスを処理するのと同
じ方法で、サマリーメトリクスの合計とカウントを処理します。CloudWatch エージェントは、最初に報
告された分位数の値を保持します。

CloudWatch エージェントにより収集される Prometheus メトリクス
Prometheus をサポートする CloudWatch エージェントは、複数のサービスとワークロードからメトリク
スを自動的に収集します。デフォルトで収集されるメトリクスは、次のセクションに表示されます。これ
らのサービスから収集するメトリクスを増やし、他のアプリケーションやサービスから Prometheus メト
リクスを収集するようにエージェントを設定することもできます。追加メトリクスの収集の詳細について
は、「 Prometheus の CloudWatch エージェント設定 (p. 556)」を参照してください。

Amazon EKS および Kubernetes クラスターから収集された Prometheus メトリクスは、
[ContainerInsights/Prometheus] 名前空間にあります。Amazon ECS クラスターから収集された 
Prometheus メトリクスは、 [ECS/ContainerInsights/Prometheus] 名前空間にあります。

トピック
• App Mesh の Prometheus メトリクス (p. 616)
• NGINX の Prometheus メトリクス (p. 619)
• memcached の Prometheus メトリクス (p. 619)
• Java/JMX の Prometheus メトリクス (p. 620)
• HAProxy の Prometheus メトリクス (p. 622)

App Mesh の Prometheus メトリクス

次のメトリクスは App Mesh から自動的に収集されます。

CloudWatch Container Insights は、App Mesh Envoy アクセスログを収集することもできます。詳細につ
いては、「」を参照してください(オプション) App Mesh Envoy アクセスログを有効にする (p. 505)
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Amazon EKS クラスターおよび Kubernetes クラスターでの App Mesh の Prometheus メトリクス

メトリクス名 ディメンション

envoy_http_downstream_rq_totalClusterName、Namespace

envoy_http_downstream_rq_xxClusterName、Namespace

ClusterName、Namespace、envoy_http_conn_manager_prefix、envoy_response_code_class

envoy_cluster_upstream_cx_rx_bytes_totalClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_cx_tx_bytes_totalClusterName、Namespace

envoy_cluster_membership_healthyClusterName、Namespace

envoy_cluster_membership_totalClusterName、Namespace

envoy_server_memory_heap_sizeClusterName、Namespace

envoy_server_memory_allocatedClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_cx_connect_timeoutClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_rq_pending_failure_ejectClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_rq_pending_overflowClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_rq_timeoutClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_rq_try_per_timeoutClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_rq_rx_resetClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_cx_destroy_local_with_active_rqClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_cx_destroy_remote_active_rqClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_rq_maintenance_modeClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_flow_control_paused_reading_totalClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_flow_control_resumed_reading_totalClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_flow_control_backed_up_totalClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_flow_control_drained_totalClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_rq_retryClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_rq_retry_successClusterName、Namespace

envoy_cluster_upstream_rq_retry_overflowClusterName、Namespace

envoy_server_live ClusterName、Namespace

envoy_server_uptime ClusterName、Namespace

Amazon ECS クラスターでの App Mesh の Prometheus メトリクス
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メトリクス名 ディメンション

envoy_http_downstream_rq_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_http_downstream_rq_xxClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_cx_rx_bytes_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_cx_tx_bytes_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_membership_healthyClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_membership_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_server_memory_heap_sizeClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_server_memory_allocatedClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_cx_connect_timeoutClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_rq_pending_failure_ejectClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_rq_pending_overflowClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_rq_timeoutClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_rq_try_per_timeoutClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_rq_rx_resetClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_cx_destroy_local_with_active_rqClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_cx_destroy_remote_active_rqClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_rq_maintenance_modeClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_flow_control_paused_reading_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_flow_control_resumed_reading_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_flow_control_backed_up_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_flow_control_drained_totalClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_rq_retryClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_rq_retry_successClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_cluster_upstream_rq_retry_overflowClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_server_live ClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_server_uptime ClusterName、TaskDefinitionFamily

envoy_http_downstream_rq_xxClusterName, TaskDefinitionFamily, 
envoy_http_conn_manager_prefix, 
envoy_response_code_class

ClusterName, TaskDefinitionFamily, 
envoy_response_code_class
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Note

TaskDefinitionFamily は、メッシュの Kubernetes 名前空間です。
envoy_http_conn_manager_prefix の値は、ingress、egress、または admin のいずれか
です。
envoy_response_code_class の値は、 1 (1xx を意味する)、2 (2xx を意味する)、3 (3xx を
意味する)、 4 (4xx を意味する)、 5 (5xx を意味する) のいずれかです。

NGINX の Prometheus メトリクス

次のメトリクスは、Amazon EKS および Kubernetes クラスターの NGINX から自動的に収集されます。

メトリクス名 ディメンション

nginx_ingress_controller_nginx_process_cpu_seconds_totalClusterName、Namespace、Service

nginx_ingress_controller_successClusterName、Namespace、Service

nginx_ingress_controller_requestsClusterName、Namespace、Service

nginx_ingress_controller_nginx_process_connectionsClusterName、Namespace、Service

nginx_ingress_controller_nginx_process_connections_totalClusterName、Namespace、Service

nginx_ingress_controller_nginx_process_resident_memory_bytesClusterName、Namespace、Service

nginx_ingress_controller_config_last_reload_successfulClusterName、Namespace、Service

nginx_ingress_controller_requestsClusterName、Namespace、Service、status

memcached の Prometheus メトリクス

以下のメトリクスは、Amazon EKS および Kubernetes クラスターの memcached から自動的に収集され
ます。

メトリクス名 ディメンション

memcached_current_itemsClusterName、Namespace、Service

memcached_current_connectionsClusterName、Namespace、Service

memcached_limit_bytesClusterName、Namespace、Service

memcached_current_bytesClusterName、Namespace、Service

memcached_written_bytes_totalClusterName、Namespace、Service

memcached_read_bytes_totalClusterName、Namespace、Service

memcached_items_evicted_totalClusterName、Namespace、Service

memcached_items_reclaimed_totalClusterName、Namespace、Service

memcached_commands_totalClusterName、Namespace、Service

ClusterName、Namespace、Service、command

ClusterName、Namespace、Service、status、command
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Java/JMX の Prometheus メトリクス

Amazon EKS および Kubernetes クラスターで収集されたメトリクス

Container Insights は、Amazon EKS および Kubernetes クラスターで JMX Exporter を使用して、Java 仮
想マシン (JVM)、Java、Tomcat (Catalina) から、次の定義済みの Prometheus メトリクスを収集できま
す。詳細については、Github の prometheus/jmx_exporter を参照してください。

Amazon EKS クラスターおよび Kubernetes クラスターでの Java/JMX

メトリクス名 ディメンション

jvm_classes_loaded ClusterName、Namespace

jvm_threads_current ClusterName、Namespace

jvm_threads_daemon ClusterName、Namespace

java_lang_operatingsystem_totalswapspacesizeClusterName、Namespace

java_lang_operatingsystem_systemcpuloadClusterName、Namespace

java_lang_operatingsystem_processcpuloadClusterName、Namespace

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesizeClusterName、Namespace

java_lang_operatingsystem_totalphysicalmemorysizeClusterName、Namespace

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysizeClusterName、Namespace

java_lang_operatingsystem_openfiledescriptorcountClusterName、Namespace

java_lang_operatingsystem_availableprocessorsClusterName、Namespace

jvm_memory_bytes_usedClusterName、Namespace、area

jvm_memory_pool_bytes_usedClusterName、Namespace、pool

Note

area ディメンションの値は、heap または nonheap になります。
pool ディメンションの値は Tenured Gen、Compress Class Space、Survivor 
Space、Eden Space、Code Cache、または Metaspace のいずれかです。

Amazon EKS および Kubernetes クラスター上の TomCAT/JMX

前の表の Java/JMX メトリクスに加えて、Tomcat ワークロードに対して次のメトリクスも収集されます。

メトリクス名 ディメンション

catalina_manager_activesessionsClusterName、Namespace

catalina_manager_rejectedsessionsClusterName、Namespace

catalina_globalrequestprocessor_bytesreceivedClusterName、Namespace

catalina_globalrequestprocessor_bytessentClusterName、Namespace
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メトリクス名 ディメンション

catalina_globalrequestprocessor_requestcountClusterName、Namespace

catalina_globalrequestprocessor_errorcountClusterName、Namespace

catalina_globalrequestprocessor_processingtimeClusterName、Namespace

Amazon ECS クラスターの Java/JMX

メトリクス名 ディメンション

jvm_classes_loaded ClusterName、TaskDefinitionFamily

jvm_threads_current ClusterName、TaskDefinitionFamily

jvm_threads_daemon ClusterName、TaskDefinitionFamily

java_lang_operatingsystem_totalswapspacesizeClusterName、TaskDefinitionFamily

java_lang_operatingsystem_systemcpuloadClusterName、TaskDefinitionFamily

java_lang_operatingsystem_processcpuloadClusterName、TaskDefinitionFamily

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesizeClusterName、TaskDefinitionFamily

java_lang_operatingsystem_totalphysicalmemorysizeClusterName、TaskDefinitionFamily

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysizeClusterName、TaskDefinitionFamily

java_lang_operatingsystem_openfiledescriptorcountClusterName、TaskDefinitionFamily

java_lang_operatingsystem_availableprocessorsClusterName、TaskDefinitionFamily

jvm_memory_bytes_usedClusterName、TaskDefinitionFamily、area

jvm_memory_pool_bytes_usedClusterName、TaskDefinitionFamily、pool

Note

area ディメンションの値は、heap または nonheap になります。
pool ディメンションの値は Tenured Gen、Compress Class Space、Survivor 
Space、Eden Space、Code Cache、または Metaspace のいずれかです。

Amazon ECS クラスターでの Tomcat/JMX

前の表の Java/JMX メトリクスに加えて、Amazon ECS クラスターの Tomcat ワークロードに対して次の
メトリクスも収集されます。

メトリクス名 ディメンション

catalina_manager_activesessionsClusterName、TaskDefinitionFamily

catalina_manager_rejectedsessionsClusterName、TaskDefinitionFamily

catalina_globalrequestprocessor_bytesreceivedClusterName、TaskDefinitionFamily

catalina_globalrequestprocessor_bytessentClusterName、TaskDefinitionFamily
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メトリクス名 ディメンション

catalina_globalrequestprocessor_requestcountClusterName、TaskDefinitionFamily

catalina_globalrequestprocessor_errorcountClusterName、TaskDefinitionFamily

catalina_globalrequestprocessor_processingtimeClusterName、TaskDefinitionFamily

HAProxy の Prometheus メトリクス

次のメトリクスは、Amazon EKS および Kubernetes クラスターの HAProxy から自動的に収集されます。

収集されるメトリクスは、使用している HAProxy Ingress のバージョンによって異なります。HAProxy 
Ingress とそのバージョンの詳細については、「haproxy-ingress」をご参照ください。

メトリクス名 ディメンション アベイラビリティー

haproxy_backend_bytes_in_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_backend_bytes_out_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_backend_connection_errors_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_backend_connections_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_backend_current_sessionsClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_backend_http_responses_totalClusterName、Namespace、Service、code、backendHAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_backend_statusClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のバー
ジョン 0.10 以降のみ

haproxy_backend_up ClusterName、Namespace、Service 0.10 より前のバージョ
ンの HAProxy Ingress 
のみ

haproxy_frontend_bytes_in_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_frontend_bytes_out_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_frontend_connections_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_frontend_current_sessionsClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_frontend_http_requests_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_frontend_http_responses_totalClusterName、Namespace、Service, 
code、frontend

HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン
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メトリクス名 ディメンション アベイラビリティー

haproxy_frontend_request_errors_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

haproxy_frontend_requests_denied_totalClusterName、Namespace、Service HAProxy Ingress のすべ
てのバージョン

Note

code ディメンションの値は 1xx、2xx、3xx、4xx、5xx、または other のいずれかです。
backend ディメンションの値は次とすることができます:

• HAProxy Ingress バージョン 0.0.27 以前用の http-default-backend、http-shared-
backend、または httpsback-shared-backend。

• _default_backend0.0.27 より後のバージョンの HAProxy Ingress の 。

frontend ディメンションの値は次とすることができます:

• HAProxy Ingress バージョン 0.0.27 以前用の httpfront-default-backend、httpfront-
shared-frontend、または httpfronts。

• 0.0.27 より後のバージョンの HAProxy Ingress の _front_http または _front_https。

Prometheus メトリクスの表示
App Mesh、NGINX、Java/JMX、Memcached、HAProxy、およびユーザーが追加した手動設定の他の 
Prometheus エクスポーターから選別された事前集計メトリクスを含む、すべての Prometheus メトリク
スについてモニターリングし、アラームを受けることができます。他の Prometheus エクスポーターから
のメトリクス収集の詳細については、「新しい Prometheus スクレイピングターゲットを追加するための
チュートリアル: Prometheus API サーバーメトリクス (p. 598)」を参照してください。

CloudWatch コンソールでは、Container Insights は次の事前作成済みのレポートを提供します。

• Amazon EKS および Kubernetes クラスターの場合、App 
Mesh、NGINX、HAProxy、Memcached、Java/JMX 用の事前作成済みのレポートが提供されます。

• Amazon ECS クラスターの場合、App Mesh と Java/JMX 用の事前作成済みレポートが提供されます。

また、Container Insights は、Container Insights が厳選したメトリクスを収集するワークロードごとにカ
スタムダッシュボードを提供します。これらのダッシュボードは GitHub からダウンロードすることがで
きます

Prometheus メトリクスをすべて表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. 名前空間のリストで、[ContainerInsights/Prometheus] または [ECS/ContainerInsights/Prometheus] を

選択します。
4. 次のリストで、ディメンションのセットの 1 つを選択します。次に、表示するメトリクスの横にある

チェックボックスを選択します。

Prometheus メトリクスに関する事前作成済みのレポートを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[パフォーマンスのモニターリング] を選択します。
3. ページの上部近くのドロップダウンボックスで、Prometheus オプションのいずれかを選択します。

もう 1 つのドロップダウンボックスで、表示するクラスターを選択します。

また、NGINX、App Mesh、Memcached、HAProxy、Java/JMX 用のカスタムダッシュボードも用意され
ています。

Amazon が用意したカスタムダッシュボードを使用するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択します。
3. [ダッシュボードの作成] を選択します。新しいダッシュボードの名前を入力し、[ダッシュボードの作

成] を選択します。
4. [このダッシュボードに追加] で、[キャンセル] を選択します。
5. [アクション]、[ソースの表示/編集] を選択します。
6. 次の JSON ファイルのいずれかをダウンロードします。

• Github の NGINX カスタムダッシュボードソース。
• Github の App Mesh カスタムダッシュボードソース。
• Github の Memcached カスタムダッシュボードソース。
• Github の HAProxy-Ingress カスタムダッシュボードソース
• Github の Java/JMX カスタムダッシュボードソース。

7. ダウンロードした JSON ファイルをテキストエディタで開き、次の変更を加えます。

• すべての {{YOUR_CLUSTER_NAME}} 文字列をクラスターの正確な名前に置き換えます。テキスト
の前後に空白を追加しないようにしてください。

• すべての {{YOUR_REGION}} 文字列を、クラスターが実行されている AWS リージョンに置き換え
ます。例えば、us-west-1 テキストの前後に空白を追加しないようにしてください。

• すべての {{YOUR_NAMESPACE}} 文字列を、ワークロードとまったく同じ名前空間に置き換えま
す。

• すべての {{YOUR_SERVICE_NAME}} 文字列を、ワークロードとまったく同じサービス名に置き換
えます。例えば、haproxy-haproxy-ingress-controller-metrics などです。

8. JSON BLOB 全体をコピーし、CloudWatch コンソールのテキストボックスに貼り付けて、ボックスに
既に入力されている内容を置き換えます。

9. [更新]、[ダッシュボードの保存] の順に選択します。

Prometheus メトリクスのトラブルシューティング

このセクションでは、Prometheus メトリクス設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供しま
す。

トピック
• Amazon ECS での Prometheus メトリクスのトラブルシューティング (p. 624)
• Amazon EKS および Kubernetes クラスターでの Prometheus メトリクスのトラブルシューティン

グ (p. 627)

Amazon ECS での Prometheus メトリクスのトラブルシューティング

このセクションでは、クラスターの Amazon ECS での Prometheus メトリクス設定のトラブルシューティ
ングに役立つ情報を提供します。
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CloudWatch Logs に送信された Prometheus メトリクスが表示されません

Prometheus メトリクスをロググループ /aws/ecs/containerinsights/cluster-name/Prometheus にログイベ
ントとして取り込む必要があります。ロググループが作成されていない場合、または Prometheus メトリ
クスがロググループに送信されない場合は、Prometheus ターゲットが CloudWatch エージェントによっ
て正常に検出されているかどうかを確認する必要があります。次に、CloudWatch エージェントのセキュ
リティグループとアクセス許可設定を確認します。次のステップは、デバッグを実行するためのガイドで
す。

ステップ 1: CloudWatch エージェントのデバッグモードを有効にする

最初に、AWS CloudFormation テンプレートファイル、cwagent-ecs-prometheus-metric-for-
bridge-host.yaml または cwagent-ecs-prometheus-metric-for-awsvpc.yaml に次の太字行を
追加して、CloudWatch エージェントをデバッグモードに変更します。その後、ファイルを保存します。

cwagentconfig.json: | 
     { 
      "agent": { 
        "debug": true 
      },
      "logs": { 
        "metrics_collected": {

既存のスタックに対して新しい AWS CloudFormation 変更セットを作成します。変更セットの他のパラ
メータを、既存の AWS CloudFormation スタックと同じ値に設定します。次の例は、EC2 起動タイプとブ
リッジネットワークモードを使用して Amazon ECS クラスターにインストールされた CloudWatch エー
ジェントです。

ECS_NETWORK_MODE=bridge 
 CREATE_IAM_ROLES=True
ECS_TASK_ROLE_NAME=your_selected_ecs_task_role_name
ECS_EXECUTION_ROLE_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name
NEW_CHANGESET_NAME=your_selected_ecs_execution_role_name

aws cloudformation create-change-set --stack-name CWAgent-Prometheus-ECS-
${ECS_CLUSTER_NAME}-EC2-${ECS_NETWORK_MODE} \ 
    --template-body file://cwagent-ecs-prometheus-metric-for-bridge-host.yaml \ 
    --parameters ParameterKey=ECSClusterName,ParameterValue=$ECS_CLUSTER_NAME \ 
                 ParameterKey=CreateIAMRoles,ParameterValue=$CREATE_IAM_ROLES \ 
                 ParameterKey=ECSNetworkMode,ParameterValue=$ECS_NETWORK_MODE \ 
                 ParameterKey=TaskRoleName,ParameterValue=$ECS_TASK_ROLE_NAME \ 
                 ParameterKey=ExecutionRoleName,ParameterValue=$ECS_EXECUTION_ROLE_NAME \ 
    --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \ 
    --region $AWS_REGION \ 
    --change-set-name $NEW_CHANGESET_NAME

AWS CloudFormation コンソールに移動して、新しい変更セット、$NEW_CHANGESET_NAME を確認しま
す。CWAgentConfigSSMParameter リソースには、1 つの変更が適用されている必要があります。次のコ
マンドを入力して、変更セットを実行し、CloudWatch エージェントタスクを再起動します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--desired-count 0 \
--service your_service_name_here \
--region $AWS_REGION

10 秒ほど待ってから、次のコマンドを入力します。

aws ecs update-service --cluster $ECS_CLUSTER_NAME \
--desired-count 1 \
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--service your_service_name_here \
--region $AWS_REGION

ステップ 2: ECS サービス検出ログを確認する

CloudWatch エージェントの ECS タスク定義では、以下のセクションのログがデフォルトで有効になりま
す。ログは、ロググループ /ecs/ecs-cwagent-prometheus の CloudWatch Logs に送信されます。

LogConfiguration: 
  LogDriver: awslogs 
    Options: 
      awslogs-create-group: 'True' 
      awslogs-group: "/ecs/ecs-cwagent-prometheus" 
      awslogs-region: !Ref AWS::Region 
      awslogs-stream-prefix: !Sub 'ecs-${ECSLaunchType}-awsvpc'

次の例に示すように、文字列 ECS_SD_Stats でログをフィルタリングして、ECS サービスの検出に関連
するメトリクスを取得します。

2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: AWSCLI_DescribeContainerInstances: 1
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: AWSCLI_DescribeInstancesRequest: 1
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: AWSCLI_DescribeTaskDefinition: 2
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: AWSCLI_DescribeTasks: 1
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: AWSCLI_ListTasks: 1
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: Exporter_DiscoveredTargetCount: 1
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: LRUCache_Get_EC2MetaData: 1
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: LRUCache_Get_TaskDefinition: 2
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: LRUCache_Size_ContainerInstance: 1
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: LRUCache_Size_TaskDefinition: 2
2020-09-1T01:53:14Z D! ECS_SD_Stats: Latency: 43.399783ms

特定の ECS サービス検出サイクルの各メトリクスの意味は次のとおりです。

• AWSCLI_DescribeContainerInstances – 実行された ECS::DescribeContainerInstances API 呼び
出しの数。

• AWSCLI_DescribeInstancesRequest – 実行された ECS::DescribeInstancesRequest API 呼び出し
の数。

• AWSCLI_DescribeTaskDefinition – 実行された ECS::DescribeTaskDefinition API 呼び出しの数。
• AWSCLI_DescribeTasks – 実行された ECS::DescribeTasks API 呼び出しの数。
• AWSCLI_ListTasks – 実行された ECS::ListTasks API 呼び出しの数。
• ExporterDiscoveredTargetCount – 検出され、コンテナ内のターゲット結果ファイルに正常にエクスポー

トされた Prometheus ターゲットの数。
• LRUCache_Get_EC2MetaData – コンテナインスタンスのメタデータがキャッシュから取得された回

数。
• LRUCache_Get_TaskDefinition – ECS タスク定義メタデータがキャッシュから取得された回数。
• LRUCache_Size_ContainerInstance – メモリにキャッシュされた一意のコンテナインスタンスのメタ

データの数。
• LRUCache_Size_TaskDefinition – メモリにキャッシュされた一意の ECS タスク定義の数。
• レイテンシー – サービス検出サイクルに要する待ち時間。

ExporterDiscoveredTargetCount の値をチェックして、検出された Prometheus のターゲットが期
待と一致しているかどうかを確認します。そうでない場合、考えられる理由は次のとおりです。

• ECS サービス検出の設定が、アプリケーションの設定と一致していない可能性があります。Docker ラ
ベルベースのサービス検出では、ターゲットコンテナに自動検出するために必要な Docker ラベルが 
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CloudWatch エージェントで構成されていない可能性があります。ECS タスク定義 ARN 正規表現ベー
スのサービス検出の場合、CloudWatch エージェントの regex 設定がアプリケーションのタスク定義と
一致していないことがあります。

• CloudWatch エージェントの ECS タスクロールに、ECS タスクのメタデータを取得するアクセス許可
がない可能性があります。CloudWatch エージェントに次の読み取り専用アクセス許可が付与されてい
ることを確認します。
• ec2:DescribeInstances
• ecs:ListTasks
• ecs:DescribeContainerInstances
• ecs:DescribeTasks
• ecs:DescribeTaskDefinition

ステップ 3: ネットワーク接続と ECS タスクのロールポリシーを確認する

Exporter_DiscoveredTargetCount の値が Prometheus ターゲットが検出されたことを示しているに
もかかわらず、ターゲット CloudWatch Logs ロググループに送信されるログイベントがない場合は、次の
いずれかが原因で発生している可能性があります。

• CloudWatch エージェントが Prometheus ターゲットポートに接続できない可能性がありま
す。CloudWatch エージェントの背後にあるセキュリティグループ設定を確認します。プライベート IP 
は、CloudWatch エージェントが Prometheus エクスポーターポートに接続できるようにする必要があ
ります。

• CloudWatch エージェントの ECS タスクロールに CloudWatchAgentServerPolicy マネージドポリ
シーがない可能性があります。Prometheus メトリクスをログイベントとして送信できるようにする
には、CloudWatch エージェントの ECS タスクロールにこのポリシーが必要です。サンプル AWS 
CloudFormation テンプレートを使用して IAM ロールを自動的に作成した場合、ECS タスクロールと 
ECS 実行ロールの両方に、Prometheus モニターリングを実行するための最小権限が付与されます。

Amazon EKS および Kubernetes クラスターでの Prometheus メトリクスのトラブルシューティ
ング

このセクションでは、Amazon EKS および Kubernetes クラスターでの Prometheus メトリクス設定のト
ラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

Amazon EKS の一般的なトラブルシューティングステップ

CloudWatch エージェントが実行中であることを確認するには、次のコマンドを使用します。

kubectl get pod -n amazon-cloudwatch

出力には、cwagent-prometheus-id 列の NAME と、Running の STATUS column. の行を含める必要
があります。

実行中のポッドの詳細を表示するには、次のコマンドを入力します。pod-name は、cw-agent-
prometheus で始まる名前を持つポッドの完全名に置き換えます。

kubectl describe pod pod-name -n amazon-cloudwatch

 CloudWatch Container Insights がインストールされている場合は、CloudWatch Logs Insights を使用し
て、Prometheus メトリクスを収集する CloudWatch エージェントからログをクエリできます。

アプリケーションログをクエリするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[CloudWatch Logs Insights] を選択します。
3. アプリケーションログのロググループ /aws/containerinsights/cluster-name/application を選択しま

す。
4. 検索クエリ式を次のクエリに置き換え、[クエリの実行] を選択します。

fields ispresent(kubernetes.pod_name) as haskubernetes_pod_name, stream, 
 kubernetes.pod_name, log |  
filter haskubernetes_pod_name and kubernetes.pod_name like /cwagent-prometheus

また、Prometheus メトリクスとメタデータが CloudWatch Logs イベントとして取り込まれていることを
確認できます。

Prometheus のデータが取り込まれていることを確認するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[CloudWatch Logs Insights] を選択します。
3. [/aws/containerinsights/cluster-name/prometheus] を選択します。
4. 検索クエリ式を次のクエリに置き換え、[クエリの実行] を選択します。

fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 20

削除された Prometheus メトリクスのログ記録

このリリースでは、ヒストグラムタイプの Prometheus メトリクスは収集されません。CloudWatch エー
ジェントを使用して、Prometheus メトリクスがヒストグラムメトリクスであるために削除されているか
どうかを確認できます。また、ヒストグラムメトリクスであるために、削除されて CloudWatch に送信さ
れない最初の 500 個の Prometheus メトリクスのリストを記録することもできます。

メトリクスが削除されているかどうかを確認するには、次のコマンドを入力します。

kubectl logs -l "app=cwagent-prometheus" -n amazon-cloudwatch --tail=-1

メトリクスが削除されている場合は、/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/amazon-
cloudwatch-agent.log ファイルに次の行が表示されます。

I! Drop Prometheus metrics with unsupported types. Only Gauge, Counter and Summary are 
 supported.
I! Please enable CWAgent debug mode to view the first 500 dropped metrics 

これらの行が表示されている場合に、どのメトリクスが削除されているかを確認するには、次のステップ
を実行します。

削除された Prometheus メトリクスのリストを記録するには

1. prometheus-eks.yaml または prometheus-k8s.yaml ファイルに次の太字行を追加し
て、CloudWatch エージェントをデバッグモードに変更し、ファイルを保存します。

{ 
      "agent": { 
        "debug": true 
      },

ファイルのこのセクションは、次のようになります。
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cwagentconfig.json: | 
    { 
       "agent": { 
        "debug": true 
      },
      "logs": { 
        "metrics_collected": {

2. 次のコマンドを入力して、CloudWatch エージェントを再インストールしてデバッグモードを有効に
します。

kubectl delete deployment cwagent-prometheus -n amazon-cloudwatch
kubectl apply -f prometheus.yaml

削除されたメトリクスは、CloudWatch エージェントポッドに記録されます。
3. CloudWatch エージェントポッドからログを取得するには、次のコマンドを入力します。

kubectl logs -l "app=cwagent-prometheus" -n amazon-cloudwatch --tail=-1

または、Container Insights Fluentd ログ記録がインストールされている場合、ログは CloudWatch 
Logs ロググループ /aws/containerinsights/cluster_name/application にも保存されます。

これらのログをクエリするには、「Amazon EKS の一般的なトラブルシューティングステッ
プ (p. 627)」のアプリケーションログをクエリするステップに従います。

Prometheus メトリクスが CloudWatch Logs ログイベントとして取り込まれる場所

CloudWatch エージェントは、Prometheus スクレイプジョブ設定ごとにログストリームを作成しま
す。例えば、prometheus-eks.yaml および prometheus-k8s.yaml ファイルでは、job_name: 
'kubernetes-pod-appmesh-envoy' 行が App Mesh メトリクスをスクレイプします。Prometheus 
ターゲットは kubernetes-pod-appmesh-envoy と定義されます。したがって、すべての App Mesh 
Prometheus メトリクスは、/aws/containerinsights/cluster-name/Prometheus という名前のロググループ
の下のログストリーム kubernetes-pod-appmesh-envoy に CloudWatch Logs イベントとして取り込まれま
す。

CloudWatch メトリクスに Amazon EKS または Kubernetes Prometheus メトリクスが表示されな
い

まず、Prometheus メトリクスがロググループ /aws/containerinsights/cluster-name/Prometheus にログイ
ベントとして取り込まれることを確認します。「Prometheus メトリクスが CloudWatch Logs ログイベン
トとして取り込まれる場所 (p. 629)」の情報を使用して、ターゲットログストリームを確認します。ログ
ストリームが作成されない場合、またはログストリームに新しいログイベントがない場合は、次の点を確
認します。

• Prometheus メトリクスエクスポーターのエンドポイントが正しく設定されていることを確認します。
• CloudWatch エージェント YAML ファイルの config map: cwagent-prometheus セクションにある 

Prometheus スクレイピング設定が正しいことを確認します。この設定は、Prometheus 設定ファイルと
同じになります。詳細については、Prometheus ドキュメントの「<scrape_config>」を参照してくださ
い。

Prometheus メトリクスがログイベントとして正しく取り込まれる場合は、埋め込みメトリクス形式設定
がログイベントに追加され、CloudWatch メトリクスを生成することを確認します。

"CloudWatchMetrics":[ 
   { 
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      "Metrics":[ 
         { 
            "Name":"envoy_http_downstream_cx_destroy_remote_active_rq" 
         } 
      ], 
      "Dimensions":[ 
         [ 
            "ClusterName", 
            "Namespace" 
         ] 
      ], 
      "Namespace":"ContainerInsights/Prometheus" 
   }
], 

埋め込みメトリックフォーマットの詳細については、「仕様: 埋め込みメトリクスフォーマット
 (p. 997)」を参照してください。

ログイベントにメトリクス形式が埋め込まれていない場合は、CloudWatch エージェントイ
ンストール YAML ファイルの config map: prometheus-cwagentconfig セクション
で、metric_declaration セクションが正しく設定されていることを確認してください。(詳細につい
ては、新しい Prometheus スクレイピングターゲットを追加するためのチュートリアル: Prometheus API 
サーバーメトリクス (p. 598) を参照してください)。

Application Insights との統合
Amazon CloudWatch Application Insights は、アプリケーションのモニターリングに役立ち、アプリケー
ションリソースとテクノロジースタック全体の主要なメトリクス、ログ、アラームを識別して設定しま
す。詳細については、「Amazon CloudWatch Application Insights (p. 674)」を参照してください。

Application Insights を有効にして、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスの追加デー
タを収集できます。まだ有効にしていない場合は、Container Insights ダッシュボードのパフォーマンス
ビューの下にある [Auto-configure Application Insights] (Application Insights の自動設定) を選択して有効に
できます。

コンテナ化されたアプリケーションをモニターリングするように CloudWatch Application Insights を既に
設定している場合は、Container Insights ダッシュボードの下に Application Insights ダッシュボードが表示
されます。

Application Insights とコンテナ化されたアプリケーションの詳細については、「Amazon ECS および 
Amazon EKS リソースのモニターリングで Application Insights を有効にする (p. 695)」を参照してくだ
さい。

Container Insights で Amazon ECS ライフサイクルイ
ベントを表示する
Amazon ECS ライフサイクルイベントは、Container Insights のコンソールで表示できます。これにより、
コンテナのメトリクス、ログ、およびイベントを単一のビュー内で関連付けることができ、運用上の可視
性がより完全なものになります。

イベントには、コンテナインスタンスの状態変更イベント、タスク状態変更イベント、サービスアクショ
ンイベントなどがあります。これらは Amazon ECS によって Amazon EventBridge に自動的に送信さ
れ、CloudWatch にもイベントログ形式で収集されます。これらのイベントの詳細については、「Amazon 
ECS イベント」を参照してください。

ライフサイクルイベントには追加費用はかかりません。Container Insights の標準料金が適用されます。詳
細については、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

630

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs_cwe_events.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ecs_cwe_events.html
http://aws.amazon.com/cloudwatch/pricing/


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Container Insights のトラブルシューティング

ライフサイクルイベントのテーブルを設定し、クラスターのルールを作成するに
は、events:PutRule、events:PutTargets、および logs:CreateLogGroup のアクセス許可が必要
です。

ライフサイクルイベントのテーブルを表示するに
は、events:DescribeRule、events:ListTargetsByRule、および logs:DescribeLogGroups の
アクセス許可が必要です。

CloudWatch Container Insights のコンソールで Amazon ECS ライフサイクルイベントを表示する
には

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. [Insights] (インサイト)、[Container Insights] を選択します。
3. ページの上部のドロップダウンボックスで、[Performance monitoring] (パフォーマンスのモニターリ

ング) を選択します。
4. 次のドロップダウンで、[ECS Clusters] (ECS クラスター)、[ECS Services] (ECS サービス)、または

[ECS Tasks] (ECS タスク) のいずれかを選択します。
5. 前のステップで [ECS Services] (ECS サービス) または [ECS Tasks] (ECS タスク) を選択した場合

は、[Lifecycle events] (ライフサイクルイベント) タブを選択します。
6. ページの下部に [Configure lifecycle events] (ライフサイクルイベントの設定) が表示されている場合

は、これを選択してクラスターの EventBridge ルールを作成します。

これらのイベントは、Container Insights ペインの下と Application Insights セクションの上に表示され
ます。これらのイベントに対して追加の分析を実行し、追加のビジュアライゼーションを作成するに
は、ライフサイクルイベントテーブルで [View in Logs Insights] (Logs Insights で表示) を選択します。

Container Insights のトラブルシューティング
以下のセクションは、Container Insights で問題が発生している場合に役立ちます。

Amazon EKS または Kubernetes でのデプロイに失敗しました
エージェントが Kubernetes クラスターに正しくデプロイされない場合は、以下を試してください。

• 次のコマンドを実行して、ポッドのリストを取得します。

kubectl get pods -n amazon-cloudwatch

• 次のコマンドを実行して、出力の下部にあるイベントを確認します。

kubectl describe pod pod-name -n amazon-cloudwatch

• 次のコマンドを実行して、ログを確認します。

kubectl logs pod-name -n amazon-cloudwatch

無許可パニック: kubelet から cadvisor データを取得できない
デプロイがエラー Unauthorized panic: Cannot retrieve cadvisor data from kubelet で
失敗する場合は、kubelet で Webhook 認証モードが有効になっていない可能性があります。このモードで
は、Container Insights に必要です。詳細については、「前提条件を確認する (p. 485)」を参照してくだ
さい。
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Amazon ECS 上の削除および再作成されたクラスターへの 
Container Insights のデプロイ
Container Insights が有効になっていない既存の Amazon ECS クラスターを削除し、同じ名前で再作成し
た場合、再作成時にこの新しいクラスターで Container Insights を有効にすることはできません。再作成し
て有効にするには、次のコマンドを入力します。

aws ecs update-cluster-settings --cluster myCICluster --settings 
 name=containerInsights,value=enabled

無効なエンドポイントエラー
次のようなエラーメッセージが表示された場合は、使用しているコマンドの cluster-name や region-
name などのすべてのプレースホルダを、デプロイ用の正しい情報に置き換えていることを確認します。

"log": "2020-04-02T08:36:16Z E! cloudwatchlogs: code: InvalidEndpointURL, message: 
 invalid endpoint uri, original error: &url.Error{Op:\"parse\", URL:\"https://logs.
{{region_name}}.amazonaws.com/\", Err:\"{\"}, &awserr.baseError{code:\"InvalidEndpointURL
\", message:\"invalid endpoint uri\", errs:[]error{(*url.Error)(0xc0008723c0)}}\n",

メトリクスがコンソールに表示されない
AWS Management Console に Container Insights メトリクスが表示されない場合は、Container Insights 
のセットアップが完了していることを確認します。メトリクスは、Container Insights が完全にセット
アップされるまで表示されません。詳細については、「」を参照してくださいContainer Insights の設
定 (p. 471)

クラスターのアップグレード後に Amazon EKS または 
Kubernetes でポッドメトリクスが欠けている
このセクションは、CloudWatch エージェントをデーモンセットとして新規クラスターまたはアップグ
レードされたクラスターにデプロイした後に、すべてまたは一部のポッドメトリクスが欠けている場合、
またはメッセージ W! No pod metric collected のエラーログが表示される場合に役に立ちます。

これらのエラーは、containerd や docker systemd cgroup ドライバーなどのコンテナランタイムの変更
によって引き起こされる可能性があります。通常は、デプロイマニフェストを更新して、ホストからの 
containerd ソケットがコンテナにマウントされるようにすることで、解決できます。次の例を参照してく
ださい。

# For full example see https://github.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/
blob/latest/k8s-deployment-manifest-templates/deployment-mode/daemonset/container-insights-
monitoring/cwagent/cwagent-daemonset.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata: 
  name: cloudwatch-agent 
  namespace: amazon-cloudwatch
spec: 
  template: 
    spec: 
      containers: 
        - name: cloudwatch-agent
# ... 
          # Don't change the mountPath 
          volumeMounts:
# ... 
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            - name: dockersock 
              mountPath: /var/run/docker.sock 
              readOnly: true 
            - name: varlibdocker 
              mountPath: /var/lib/docker 
              readOnly: true 
            - name: containerdsock # NEW mount 
              mountPath: /run/containerd/containerd.sock 
              readOnly: true
# ... 
      volumes:
# ... 
        - name: dockersock 
          hostPath: 
            path: /var/run/docker.sock 
        - name: varlibdocker 
          hostPath: 
            path: /var/lib/docker 
        - name: containerdsock # NEW volume 
          hostPath: 
            path: /run/containerd/containerd.sock

Amazon EKS で Bottlerocket を使用する場合、ポッドメトリクス
がない
Bottlerocket は Linux ベースのオープンソースのオペレーティングシステムで、コンテナを実行するために 
AWS によって専用に構築されています。

Bottlerocket はホスト上で異なる containerd パスを使用するため、ボリュームをその場所に変更する必
要があります。変更しないと、W! No pod metric collected を含むログにエラーが表示されます。
次の例を参照してください。

volumes: 
  # ...  
    - name: containerdsock 
      hostPath: 
        # path: /run/containerd/containerd.sock 
        # bottlerocket does not mount containerd sock at normal place 
        # https://github.com/bottlerocket-os/bottlerocket/
commit/91810c85b83ff4c3660b496e243ef8b55df0973b 
        path: /run/dockershim.sock

Amazon EKS または Kubernetes で containerd ランタイムを使用
する場合、コンテナファイルシステムのメトリクスがない
これは既知の問題であり、コミュニティの貢献者が取り組んでいます。詳細については、containerd の
ディスク使用量メトリクスとコンテナファイルシステムのメトリクスは、GitHub の containerd 用 cadvisor 
ではサポートされていませんを参照してください。

Prometheus メトリクスを収集するときに CloudWatch エージェ
ントから予期しないログボリュームが増える
これは、CloudWatch エージェントのバージョン 1.247347.6b250880 で導入された回帰です。この回帰
は、より新しいバージョンのエージェントで既に修正されています。この影響は、お客様が CloudWatch 
エージェント自体のログを収集し、Prometheus を使用しているシナリオに限定されていました。詳細に
ついては、[prometheus] エージェントが GitHub のログにスクレイプされたメトリクスをすべて出力して
いるを参照してください。
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リリースノートに記載されている最新の Docker イメージが 
Dockerhub から見つからない
実際のリリースを内部的に開始する前に、Github でリリースノートとタグを更新します。Github でバー
ジョン番号を上げてから、レジストリで最新の Docker イメージが表示されるまで、通常 1～2 週間か
かります。CloudWatch エージェントコンテナイメージは夜間にリリースされません。次の場所 (https:// 
github.com/aws/amazon-cloudwatch-agent/tree/latest/amazon-cloudwatch-container-insights/cloudwatch-
agent-dockerfile) にあるソースから直接イメージを作成できます。

CloudWatch エージェントの CrashLoopBackoff エラー
CloudWatch エージェントの CrashLoopBackOff のエラーが表示された場合は、IAM アクセス許可が正
しく設定されていることを確認してください。詳細については、「」を参照してください前提条件を確認
する (p. 485)

CloudWatch エージェントまたは Fluentd ポッドが保留状態でス
タックする
CloudWatch エージェントまたは Fluentd ポッドが Pending 状態でスタックしている場合、また
は、FailedScheduling エラーでスタックしている場合は、エージェントに必要なコア数と RAM の量
に基づいて、ノードに十分なコンピューティングリソースがあるかどうかを確認します。以下のコマンド
を使用して、ポッドを記述します。

kubectl describe pod cloudwatch-agent-85ppg -n amazon-cloudwatch

独自の CloudWatch エージェント Docker イメージの
構築
https://github.com/aws-samples/amazon-cloudwatch-container-insights/blob/latest/cloudwatch-agent-
dockerfile/Dockerfile にある Dockerfile を参照することで、独自の CloudWatch エージェント Docker イ
メージを構築できます。

Dockerfile では、docker buildx を使用して直接マルチアーキテクチャイメージの作成をサポートして
います。

コンテナへの他の CloudWatch エージェント機能のデ
プロイ
CloudWatch エージェントを使用して、コンテナに追加のモニターリング機能をデプロイできます。主な
機能は以下のとおりです。

• 埋め込みメトリクス形式 – 詳細については、「CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットを使用し
て高カーディナリティログを取り込み、メトリクスを生成する (p. 995)」を参照してください。

• StatsD – 詳細については、「StatsD を使用してカスタムメトリクスを取得する  (p. 954)」を参照して
ください。

手順と必要なファイルは、GitHub の次の場所にあります。

• Amazon ECS コンテナについては、「Example Amazon ECS task definitions based on deployment 
modes」を参照してください。

• Amazon EKS および Kubernetes コンテナについては、「Example Kubernetes YAML files based on 
deployment modes」を参照してください。
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Lambda Insights の使用
CloudWatch Lambda Insights は、 で実行されているサーバーレスアプリケーション用のモニターリング
およびトラブルシューティングソリューションですAWS Lambda このソリューションでは、CPU 時間、
メモリ、ディスク、ネットワークなどのシステムレベルのメトリクスが収集、集約、要約されます。ま
た、コールドスタートや Lambda ワーカーシャットダウンなどの診断情報が収集、集約、要約されるた
め、Lambda 関数に関する問題を特定し、迅速に解決できます。

Lambda Insights は、Lambda レイヤーとして提供される新しい CloudWatch Lambda 拡張機能を使用し
ます。この拡張機能を Lambda 関数にインストールすると、システムレベルのメトリクスを収集し、その 
Lambda 関数の呼び出しごとに 1 つのパフォーマンスログイベントが発生します。CloudWatch は、埋め
込みメトリクスフォーマットを使用して、ログイベントからメトリクスを抽出します。

Lambda 拡張機能の詳細については、「AWS Lambda 拡張機能を使用する」を参照してください。埋め込
みメトリックフォーマットの詳細については、「CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットを使用し
て高カーディナリティログを取り込み、メトリクスを生成する (p. 995)」を参照してください。

Lambda Insights は、Lambda 拡張機能をサポートする Lambda ランタイムを使用する任意の Lambda 関
数で使用できます。これらのランタイムの一覧については、「Lambda 拡張機能 API」を参照してくださ
い。

料金表

Lambda Insights に対して有効になっている各 Lambda 関数の料金は、メトリクスとログに使用した分に
対してのみ発生します。料金の例については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照してください。

料金は、Lambda 拡張機能の実行時間 (1 ミリ秒単位) に対して課金されます。Lambda の料金の詳細につ
いては、「AWS Lambda の料金」を参照してください。

Lambda Insights の使用を開始する
Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするには、Lambda コンソールでワンクリックトグルを使用で
きます。または、AWS CLI、AWS CloudFormation、AWS Serverless Application Model CLI、または AWS 
Cloud Development Kit (AWS CDK)を使用できます。

以下のセクションでは、これらのステップを完了するための詳細な手順について説明します。

トピック
• Lambda Insights 拡張機能の利用可能なバージョン (p. 635)
• コンソールを使用して既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にする (p. 648)
• 既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするために AWS CLI を使用する (p. 649)
• 既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするために AWS SAM CLI を使用する (p. 649)
• 既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするために AWS CloudFormation を使用す

る (p. 651)
• 既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするために AWS CDK を使用する (p. 652)
• Serverless Framework を使用して、既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にする (p. 652)
• Lambda コンテナイメージをデプロイして Lambda Insights を有効化する (p. 653)

Lambda Insights 拡張機能の利用可能なバージョン
このセクションでは、Lambda Insights 拡張機能のバージョンと、各 AWS リージョンでこれらの拡張機能
に使用する ARN の一覧を示します。

トピック
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• x86-64 プラットフォーム (p. 636)
• ARM64 プラットフォーム (p. 646)

x86-64 プラットフォーム
このセクションでは、x86-64 プラットフォーム向け Lambda Insights 拡張機能のバージョンと、これらの
拡張機能が各 AWS リージョンで使用する ARN の一覧を示します。

1.0.178.0

バージョン 1.0.178.0 では、以下の AWS リージョンのサポートが追加されています。

• 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)
• 欧州 (スペイン)
• 欧州 (チューリッヒ)
• 中東 (アラブ首長国連邦)

バージョン 1.0.178.0 の ARN

次の表に、利用可能な各 AWS リージョンでこのバージョンの拡張機能で使用する ARN の一覧を示しま
す。

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:35

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:33

米国西部 (北カリフォル
ニア)

arn:aws:lambda:us-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:33

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:33

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension:25

アジアパシフィック (香
港)

arn:aws:lambda:ap-
east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension:25

アジアパシフィック (ハ
イデラバード)

arn:aws:lambda:ap-
south-2:891564319516:layer:LambdaInsightsExtension:8

アジアパシフィック 
(ジャカルタ)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-3:439286490199:layer:LambdaInsightsExtension:11

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:31

アジアパシフィック (大
阪)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension:2

アジアパシフィック (ソ
ウル)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:32
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リージョン ARN

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:33

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:33

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:50

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:32

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:26

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:26

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:35

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:33

ヨーロッパ (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:33

ヨーロッパ (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension:25

欧州 (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:32

欧州 (スペイン) arn:aws:lambda:eu-
south-2:352183217350:layer:LambdaInsightsExtension:10

欧州 (ストックホルム) arn:aws:lambda:eu-
north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:30

欧州 (チューリッヒ) arn:aws:lambda:eu-
central-2:033019950311:layer:LambdaInsightsExtension:7

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension:25

中東 (アラブ首長国連邦) arn:aws:lambda:me-
central-1:732604637566:layer:LambdaInsightsExtension:9

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:32

1.0.143.0

バージョン 1.0.143.0 には、Python 3.7 および Go 1.x との互換性に関するバグ修正が含まれていま
す。Python 3.6 Lambda ランタイムは廃止されています。詳細については、「Lambda runtimes」 
(Lambda ランタイム) を参照してください。

バージョン 1.0.143.0 の ARN
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次の表に、利用可能な各 AWS リージョンでこのバージョンの拡張機能で使用する ARN の一覧を示しま
す。

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:21

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:21

米国西部 (北カリフォル
ニア)

arn:aws:lambda:us-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:20

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:21

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension:13

アジアパシフィック (香
港)

arn:aws:lambda:ap-
east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension:13

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:21

アジアパシフィック (大
阪)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension:2

アジアパシフィック (ソ
ウル)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:20

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:21

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:21

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:32

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:20

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:14

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:14

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:21

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:21

ヨーロッパ (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:21
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リージョン ARN

ヨーロッパ (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension:13

ヨーロッパ (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:20

ヨーロッパ (ストックホ
ルム)

arn:aws:lambda:eu-
north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:20

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension:13

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:20

1.0.135.0

バージョン 1.0.135.0 には、Lambda Insights でのディスクとファイル記述子の使用量の収集とレポートの
方法に関するバグ修正が含まれています。拡張機能の以前のバージョンでは、関数を実行中の /tmp ディ
レクトリの最大空き領域は tmp_free メトリクスによって報告されていました。このバージョンでは、代
わりに最小値をレポートするようにメトリクスが変更されており、ディスク使用量を評価する上でさらに
便利になっています。tmp ディレクトリのストレージクォータの詳細については、Lambda クォータを参
照してください。

また、バージョン 1.0.135.0 では、オペレーティングシステムレベルではなく、プロセス全体の最大値と
してファイル記述子の使用量 (fd_use および fd_max) が報告されるようになりました。

バージョン 1.0.135.0 の ARN

次の表に、利用可能な各 AWS リージョンでこのバージョンの拡張機能で使用する ARN の一覧を示しま
す。

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

米国西部 (北カリフォル
ニア)

arn:aws:lambda:us-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension:11

アジアパシフィック (香
港)

arn:aws:lambda:ap-
east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension:11

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

アジアパシフィック (大
阪)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-3:194566237122:layer:LambdaInsightsExtension:1
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リージョン ARN

アジアパシフィック (ソ
ウル)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:25

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:11

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:11

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

ヨーロッパ (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

ヨーロッパ (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension:11

ヨーロッパ (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

ヨーロッパ (ストックホ
ルム)

arn:aws:lambda:eu-
north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension:11

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:18

1.0.119.0

バージョン 1.0.119.0 の ARN

次の表に、利用可能な各 AWS リージョンでこのバージョンの拡張機能で使用する ARN の一覧を示しま
す。

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16
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リージョン ARN

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

米国西部 (北カリフォル
ニア)

arn:aws:lambda:us-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension:9

アジアパシフィック (香
港)

arn:aws:lambda:ap-
east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension:9

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

アジアパシフィック (ソ
ウル)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:23

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:9

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:9

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

ヨーロッパ (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

ヨーロッパ (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension:9

ヨーロッパ (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

ヨーロッパ (ストックホ
ルム)

arn:aws:lambda:eu-
north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16
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リージョン ARN

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension:9

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:16

1.0.98.0

このバージョンでは、不要なログが削除され、AWS Serverless Application Model CLI ローカルコール
の問題も解決されています。この問題の詳細については、「Adding LambdaInsightsExtension results in 
timeout with 'sam local invoke'」をご参照ください。

バージョン 1.0.98.0 の ARN

次の表に、利用可能な各 AWS リージョンでこのバージョンの拡張機能で使用する ARN の一覧を示しま
す。

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

米国西部 (北カリフォル
ニア)

arn:aws:lambda:us-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

アフリカ (ケープタウン) arn:aws:lambda:af-
south-1:012438385374:layer:LambdaInsightsExtension:8

アジアパシフィック (香
港)

arn:aws:lambda:ap-
east-1:519774774795:layer:LambdaInsightsExtension:8

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

アジアパシフィック (ソ
ウル)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

中国 (北京) arn:aws-cn:lambda:cn-
north-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:8
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リージョン ARN

中国 (寧夏) arn:aws-cn:lambda:cn-
northwest-1:488211338238:layer:LambdaInsightsExtension:8

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

ヨーロッパ (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

ヨーロッパ (ミラノ) arn:aws:lambda:eu-
south-1:339249233099:layer:LambdaInsightsExtension:8

ヨーロッパ (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

ヨーロッパ (ストックホ
ルム)

arn:aws:lambda:eu-
north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

中東 (バーレーン) arn:aws:lambda:me-
south-1:285320876703:layer:LambdaInsightsExtension:8

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14

1.0.89.0

このバージョンでは、常に関数の呼び出しの開始を表すように、パフォーマンスイベントタイムスタンプ
が修正されます。

バージョン 1.0.89.0 の ARN

次の表に、利用可能な各 AWS リージョンでこのバージョンの拡張機能で使用する ARN の一覧を示しま
す。

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

米国西部 (北カリフォル
ニア)

arn:aws:lambda:us-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

アジアパシフィック (ソ
ウル)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12
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リージョン ARN

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

欧州 (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

欧州 (ストックホルム) arn:aws:lambda:eu-
north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:12

1.0.86.0

拡張機能のバージョン 1.0.54.0 では、メモリメトリクスが誤って報告され、100% より高くなることがあ
りました。バージョン 1.0.86.0 では、Lambda プラットフォームメトリクスと同じイベントデータを使用
して、メモリ測定の問題が修正されています。これは、記録されたメモリメトリクス値が劇的に変化する
ことを意味します。これは、新しい Lambda Logs API を使用して実現されます。これにより、Lambda 
サンドボックスのメモリ使用量をより正確に測定できます。ただし、関数サンドボックスがタイムアウ
トし、その後スピンダウンされた場合、Lambda Logs API はプラットフォームレポートイベントを配
信できないことに注意が必要です。この場合、Lambda Insights は呼び出しメトリクスを記録できませ
ん。Lambda Logs API の詳細については、「AWS Lambda Logs API」を参照してください。

バージョン 1.0.86.0 の新機能

• Lambda Logs API を使用してメモリメトリクスを修正します。これにより、メモリ統計が 100% を超え
るという以前の問題が解決されました。

• 新しい CloudWatch メトリクスとして Init Duration をご紹介します。
• 呼び出し ARN を使用して、エイリアスおよび呼び出されたバージョンのバージョンディメンションを

追加します。Lambda エイリアスまたはバージョンを使用して増分デプロイ (グリーン/ブルーデプロイ
など) を実現する場合は、呼び出されたエイリアスに基づいてメトリクスを表示できます。関数でエイ
リアスまたはバージョンを使用しない場合、バージョンディメンションは適用されません。詳細につい
ては、「Lambda 関数エイリアス」を参照してください。

• パフォーマンスイベントに billed_mb_ms field を追加し、呼び出しあたりのコストを表示します。
これは、プロビジョニングされた同時実行に関連するコストを考慮しません。

• パフォーマンスイベントに billed_duration および duration フィールドを追加します。
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バージョン 1.0.86.0 の ARN

次の表に、利用可能な各 AWS リージョンでこのバージョンの拡張機能で使用する ARN の一覧を示しま
す。

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

米国西部 (北カリフォル
ニア)

arn:aws:lambda:us-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

アジアパシフィック (ソ
ウル)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

欧州 (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

欧州 (ストックホルム) arn:aws:lambda:eu-
north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:11

1.0.54.0

バージョン 1.0.54.0 は、Lambda Insights 拡張機能の初回リリースでした。

バージョン 1.0.54.0 の ARN
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次の表に、利用可能な各 AWS リージョンでこのバージョンの拡張機能で使用する ARN の一覧を示しま
す。

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

米国西部 (北カリフォル
ニア)

arn:aws:lambda:us-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

アジアパシフィック (ソ
ウル)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

カナダ (中部) arn:aws:lambda:ca-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

欧州 (パリ) arn:aws:lambda:eu-
west-3:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

欧州 (ストックホルム) arn:aws:lambda:eu-
north-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

南米 (サンパウロ) arn:aws:lambda:sa-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:2

ARM64 プラットフォーム

このセクションでは、ARM64 プラットフォーム向け Lambda Insights 拡張機能のバージョンと、これらの
拡張機能が各 AWS リージョンで使用する ARN の一覧を示します。
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1.0.135.0

バージョン 1.0.135.0 には、Lambda Insights でのディスクとファイル記述子の使用量の収集とレポートの
方法に関するバグ修正が含まれています。拡張機能の以前のバージョンでは、関数を実行中の /tmp ディ
レクトリの最大空き領域は tmp_free メトリクスによって報告されていました。このバージョンでは、代
わりに最小値をレポートするようにメトリクスが変更されており、ディスク使用量を評価する上でさらに
便利になっています。tmp ディレクトリのストレージクォータの詳細については、Lambda クォータを参
照してください。

また、バージョン 1.0.135.0 では、オペレーティングシステムレベルではなく、プロセス全体の最大値と
してファイル記述子の使用量 (fd_use および fd_max) が報告されるようになりました。

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:2

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:2

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:2

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:2

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:2

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:2

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:2

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:2

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:2

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:2

1.0.119.0

リージョン ARN

米国東部 (バージニア北
部)

arn:aws:lambda:us-
east-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:1
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リージョン ARN

米国東部 (オハイオ) arn:aws:lambda:us-
east-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:1

米国西部 (オレゴン) arn:aws:lambda:us-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:1

アジアパシフィック (ム
ンバイ)

arn:aws:lambda:ap-
south-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:1

アジアパシフィック (シ
ンガポール)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:1

アジアパシフィック (シ
ドニー)

arn:aws:lambda:ap-
southeast-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:1

アジアパシフィック (東
京)

arn:aws:lambda:ap-
northeast-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:1

欧州 (フランクフルト) arn:aws:lambda:eu-
central-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-
Arm64:1

ヨーロッパ (アイルラン
ド)

arn:aws:lambda:eu-
west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:1

欧州 (ロンドン) arn:aws:lambda:eu-
west-2:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension-Arm64:1

コンソールを使用して既存の Lambda 関数で Lambda Insights を
有効にする
Lambda コンソールで次の手順を使用して、既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にします。

Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするには

1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. 関数の名前を選択し、次の画面で [Configuration] (設定) タブを選択します。

関数の名前を選択すると、関数の概要を含む画面に移動します。
3. [Configuration] (設定) タブで、左側のナビゲーションメニューから [Monitoring tools] (モニターリング

ツール) を選択し、[Edit] (編集) を選択します。

モニターリングツールを編集できる画面に移動します。
4. [CloudWatch Lambda Insights] のセクションで、[Enhanced monitoring] (拡張モニターリング) を有効

にし、[Save] (保存) を選択します。
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既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするために 
AWS CLI を使用する
AWS CLI を使用して、既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするには、次の手順に従います。

ステップ 1: 関数のアクセス許可を更新する

関数のアクセス許可を更新するには

• 次のコマンドを入力して、CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy マネージド IAM ポリシー
を関数の実行ロールにアタッチします。

aws iam attach-role-policy \
--role-name function-execution-role \
--policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy"

ステップ 2: Lambda 拡張機能をインストールする

Lambda 拡張機能をインストールするには、次のコマンドを入力します。layers パラメータの ARN 値
を、使用するリージョンと拡張バージョンに一致する ARN に置き換えます。詳細については、「Lambda 
Insights 拡張機能の利用可能なバージョン (p. 635)」を参照してください。

aws lambda update-function-configuration \ 
   --function-name function-name \ 
   --layers "arn:aws:lambda:us-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14"

ステップ 3: CloudWatch Logs VPC エンドポイントを有効にする

このステップは、インターネットにアクセスできないプライベートサブネットで実行されている関数、お
よび CloudWatch Logs Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントをまだ設定していない場合にのみ必要
です。

このステップを実行する必要がある場合は、次のコマンドを入力し、プレースホルダーを VPC の情報に置
き換えます。

詳細については、「インターフェイス VPC エンドポイントでの CloudWatch Logs の使用」を参照してく
ださい。

aws ec2 create-vpc-endpoint \
--vpc-id vpcId \
--vpc-endpoint-type Interface \
--service-name com.amazonaws.region.logs \
--subnet-id subnetId 
--security-group-id securitygroupId

既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするために 
AWS SAM CLI を使用する
AWS SAM AWS CLI を使用して、既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするには、次の手順に
従います。

最新バージョンの AWS SAM CLI をまだインストールしていない場合は、まずインストールまたはアップ
グレードする必要があります。詳細については、AWS SAM CLI のインストールを参照してください。
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ステップ 1: レイヤーをインストールする

Lambda Insights 拡張機能をすべての Lambda 関数で使用できるようにするには、Lambda Insights レ
イヤーの ARN を使用して SAM テンプレートの Globals セクションに Layers プロパティを追加しま
す。次の例では、Lambda Insights の最初のリリースにレイヤーを使用しています。Lambda Insights 拡
張レイヤーの最新リリースバージョンについては、「Lambda Insights 拡張機能の利用可能なバージョ
ン (p. 635)」を参照してください。

Globals: 
  Function: 
    Layers: 
      - !Sub "arn:aws:lambda:${AWS::Region}:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14"

このレイヤーを 1 つの関数に対してのみ有効にするには、この例のように関数に Layers プロパティを追
加します。

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Layers: 
        - !Sub "arn:aws:lambda:
${AWS::Region}:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14"

ステップ 2: マネージドポリシーを追加する

各関数について、CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy IAM ポリシーを追加します。

AWS SAM はグローバルポリシーをサポートしていないため、この例に示すように、各関数で個別に有効
にする必要があります。グローバルの詳細については、「グローバルセクション」を参照してください。

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Policies: 
        - CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy

ローカルでの呼び出し

AWS SAM CLI は Lambda 拡張機能をサポートしています。ただし、ローカルで実行されるすべての呼び
出しは、ランタイム環境をリセットします。ランタイムはシャットダウンイベントなしで再起動される
ため、Lambda Insights データはローカル呼び出しからは使用できません。詳細については、「リリース 
1.6.0 － AWS Lambda 拡張機能のローカルテストのサポートを追加する」を参照してください。

[Troubleshooting] (トラブルシューティング)

Lambda Insights のインストールに関するトラブルシューティングを行うには、Lambda 関数に次の環境変
数を追加して、デバッグログを有効にします。

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Serverless::Function 
    Properties: 
      Environment: 
        Variables: 
          LAMBDA_INSIGHTS_LOG_LEVEL: info
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既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするために 
AWS CloudFormation を使用する
AWS CloudFormation を使用して、既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするには、次の手順
に従います。

ステップ 1: レイヤーをインストールする

Lambda Insights レイヤーを Lambda Insights レイヤー ARN 内の Layers プロパティに追加します。次の
例では、Lambda Insights の最初のリリースにレイヤーを使用しています。Lambda Insights 拡張レイヤー
の最新リリースバージョンについては、「Lambda Insights 拡張機能の利用可能なバージョン (p. 635)」
を参照してください。

Resources: 
  MyFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Layers: 
        - !Sub "arn:aws:lambda:
${AWS::Region}:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14"

ステップ 2: マネージドポリシーを追加する

CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy IAM ポリシーを関数実行ロールに追加します。

Resources: 
  MyFunctionExecutionRole: 
    Type: 'AWS::IAM::Role' 
    Properties: 
      ManagedPolicyArns: 
        - 'arn:aws:iam::aws:policy/CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy'

ステップ 3: (オプション) VPC エンドポイントを追加する

このステップは、インターネットにアクセスできないプライベートサブネットで実行されている関数、お
よび CloudWatch Logs Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントをまだ設定していない場合にのみ必要
です。詳細については、「インターフェイス VPC エンドポイントでの CloudWatch Logs の使用」を参照
してください。

Resources: 
  CloudWatchLogsVpcPrivateEndpoint: 
    Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
    Properties: 
      PrivateDnsEnabled: 'true' 
      VpcEndpointType: Interface 
      VpcId: !Ref: VPC 
      ServiceName: !Sub com.amazonaws.${AWS::Region}.logs 
      SecurityGroupIds: 
        - !Ref InterfaceVpcEndpointSecurityGroup 
      SubnetIds: 
        - !Ref PublicSubnet01 
        - !Ref PublicSubnet02 
        - !Ref PublicSubnet03
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既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするために 
AWS CDK を使用する
AWS CDK を使用して、既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするには、次の手順に従いま
す。これらのステップを使用するには、既に AWS CDK を使用してリソースを管理している必要がありま
す。

このセクションのコマンドは、TypeScript で記載されています。

まず、関数のアクセス許可を更新します。

executionRole.addManagedPolicy( 
 ManagedPolicy.fromAwsManagedPolicyName('CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy')
);

次に、Lambda 関数に拡張機能をインストールします。layerArn パラメータの ARN 値を、使用する
リージョンと拡張バージョンに一致する ARN に置き換えます。詳細については、「Lambda Insights 拡張
機能の利用可能なバージョン (p. 635)」を参照してください。

import lambda = require('@aws-cdk/aws-lambda');
const layerArn = `arn:aws:lambda:us-west-1:580247275435:layer:LambdaInsightsExtension:14`;
const layer = lambda.LayerVersion.fromLayerVersionArn(this, `LayerFromArn`, layerArn);

必要に応じて、CloudWatch Logs の Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントを使用することもできま
す。このステップは、インターネットにアクセスできないプライベートサブネットで実行されている関
数、および CloudWatch Logs VPC エンドポイントをまだ設定していない場合にのみ必要です。

const cloudWatchLogsEndpoint = vpc.addInterfaceEndpoint('cwl-gateway', { 
  service: InterfaceVpcEndpointAwsService.CLOUDWATCH_LOGS,
});

cloudWatchLogsEndpoint.connections.allowDefaultPortFromAnyIpv4();

Serverless Framework を使用して、既存の Lambda 関数で 
Lambda Insights を有効にする
Serverless Framework を使用して、既存の Lambda 関数で Lambda Insights を有効にするには、次の手順
に従います。Serverless Framework の詳細については、serverless.com を参照してください。

これは、Serverless の Lambda Insights プラグインから行えます。詳細については、「serverless-plugin-
lambda-insights」を参照してください。

最新バージョンの Serverless コマンドラインインターフェースをまだ使用していない場合は、まずインス
トールまたはアップグレードする必要があります。詳細については、Serverless Framework Open Source 
& AWS の使用開始を参照してください。

Serverless Framework を使用して、Lambda 関数で Lambda Insights を有効化するには

1. Serverless のディレクトリで次のコマンドを実行し、Lambda Insights 用の Serverless プラグインを
インストールします。

npm install --save-dev serverless-plugin-lambda-insights

2. serverless.ymlファイルで、図のように plugins セクション内にプラグインを追加します。

provider: 
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  name: aws
plugins: 
  - serverless-plugin-lambda-insights

3. Lambda Insights を有効にします。
• 次のプロパティを serverless.yml ファイルに追加することで、関数ごとに個別に Lambda Insights 

を有効化できます。

functions: 
   myLambdaFunction: 
    handler: src/app/index.handler 
    lambdaInsights: true #enables Lambda Insights for this function

• 次のカスタムセクションを追加すると、serverless.yml ファイル内にあるすべての関数に対
して Lambda Insights を有効化できます。

custom: 
  lambdaInsights: 
    defaultLambdaInsights: true #enables Lambda Insights for all functions

4. 次のコマンドを入力して、Serverless サービスを再デプロイします。

serverless deploy

これにより、すべての関数が再デプロイされ、指定した関数に対し Lambda Insights が有効に
なります。ここでは、Lambda Insights レイヤーを追加し、arn:aws:iam::aws:policy/
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy IAM ポリシーを使用して必要なアクセス許
可をアタッチすることで、Lambda Insights を有効にしています。

Lambda コンテナイメージをデプロイして Lambda Insights を有
効化する
Dockerfile に次の行を追加し、コンテナイメージとしてデプロイされた Lambda 関数で Lambda Insights 
を有効にします。これらの行により、コンテナイメージに対し、Lambda Insights エージェントが拡張機
能としてインストールされます。

RUN curl -O https://lambda-insights-extension.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/amazon_linux/
lambda-insights-extension.rpm && \ 
    rpm -U lambda-insights-extension.rpm && \ 
    rm -f lambda-insights-extension.rpm

Note

Lambda Insights エージェントは、Amazon Linux 2 を使用する Lambda ランタイムでのみサポー
トされます。

Lambda 関数の作成後、CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy IAM ポリシーを関数の実行ロー
ルに割り当てると、コンテナイメージベースの Lambda 関数で Lambda Insights が有効化されます。

Note

Lambda Insights の拡張機能の古いバージョンを使用するには、前出のコマンドの URL を
https://lambda-insights-extension.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/
amazon_linux/lambda-insights-extension.1.0.111.0.rpm に置き換えます。現時
点では、Lambda Insights のバージョン 1.0.111.0 以降のみが利用可能です。詳細については、
「Lambda Insights 拡張機能の利用可能なバージョン (p. 635)」を参照してください。
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Linux サーバーで Lambda Insights エージェントパッケージの署名を確認するには

1. 次のコマンドを入力して、公開キーをダウンロードします。

shell$ wget https://lambda-insights-extension.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/lambda-
insights-extension.gpg

2. 次のコマンドを入力して、公開鍵をキーリングにインポートします。

shell$ gpg --import lambda-insights-extension.gpg

出力は以下のようになります。次のステップで必要になるため、key 値を書きとめておきます。この
出力例では、キー値は 848ABDC8 です。

gpg: key 848ABDC8: public key "Amazon Lambda Insights Extension" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1  (RSA: 1)

3. 次のコマンドを入力して、フィンガープリントを検証します。key-value の部分は、前の手順で記
録したキーの値に置き換えます。

shell$  gpg --fingerprint key-value

このコマンドの出力では、フィンガープリント文字列は E0AF FA11 FFF3 5BD7 349E E222 
479C 97A1 848A BDC8 のようになります。フィンガープリント文字列が一致しない場合は、エー
ジェントのインストールを中止し、AWS にお問い合わせください。

4. フィンガープリントが確認できたら、それを使用して、Lambda Insights のエージェントパッケージ
を確認できます。次のコマンドを入力して、パッケージの署名ファイルをダウンロードします。

shell$  wget https://lambda-insights-extension.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/
amazon_linux/lambda-insights-extension.rpm.sig

5. 次のコマンドを入力して、署名を確認します。

shell$ gpg --verify lambda-insights-extension.rpm.sig lambda-insights-extension.rpm

出力は次のようになります。

gpg: Signature made Thu 08 Apr 2021 06:41:00 PM UTC using RSA key ID 848ABDC8
gpg: Good signature from "Amazon Lambda Insights Extension"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: E0AF FA11 FFF3 5BD7 349E  E222 479C 97A1 848A BDC8

このときの出力には、信頼された署名に関する警告が表示される場合があります。キーは、自分や信
頼する人が署名した場合にのみ信頼できます。つまり、署名が無効であるわけではなく、パブリック
キーを確認していないことになります。

出力に BAD signature が含まれている場合は、ここまでの手順を正しく実行したかどうかを確認
します。この BAD signature レスポンスが引き続き出力される場合は、AWS に連絡の上、ダウン
ロードしたファイルの使用は中止してください。

654



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Lambda Insights メトリクスの表示

例

このセクションでは、コンテナイメージベースの Python Lambda 関数で Lambda Insights を有効にする例
を示します。

Lambda コンテナイメージで Lambda Insights を有効にする例

1. 次のような Dockerfile を作成します。

FROM public.ecr.aws/lambda/python:3.8

// extra lines to install the agent here
RUN curl -O https://lambda-insights-extension.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/
amazon_linux/lambda-insights-extension.rpm && \ 
    rpm -U lambda-insights-extension.rpm && \ 
    rm -f lambda-insights-extension.rpm 
   
COPY index.py ${LAMBDA_TASK_ROOT}
CMD [ "index.handler" ]

2. 次のような Python ファイルを、index.py という名前で作成します。

def handler(event, context): 
  return { 
    'message': 'Hello World!' 
  }

3. Dockerfile と index.py を同じディレクトリに保存します。次に、保存先のディレクトリで次の手順
を実行して Docker イメージをビルドし、それを Amazon ECR にアップロードします。

// create an ECR repository
aws ecr create-repository --repository-name test-repository
// build the docker image
docker build -t test-image .
// sign in to AWS
aws ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin 
 "${ACCOUNT_ID}".dkr.ecr."${REGION}".amazonaws.com
// tag the image
docker tag test-image:latest "${ACCOUNT_ID}".dkr.ecr."${REGION}".amazonaws.com/test-
repository:latest
// push the image to ECR
docker push "${ACCOUNT_ID}".dkr.ecr."${REGION}".amazonaws.com/test-repository:latest

4. 先ほど作成した Amazon ECR イメージを使用して、Lambda 関数を作成します。
5. CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy IAM ポリシーを、関数の実行ロールに割り当てま

す。

Lambda Insights メトリクスの表示
呼び出された Lambda 関数に Lambda Insights 拡張機能をインストールしたら、CloudWatch コンソール
を使用してメトリクスを確認できます。複数の関数の概要を表示することも、1 つの関数に集中すること
もできます。

Lambda Insights メトリクスのリストについては、「Lambda Insights によって収集されたメトリク
ス (p. 656)」を参照してください。

Lambda Insights メトリクスの複数の関数の概要を表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

655

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Application Insights との統合

2. 左側のナビゲーションペインの [Lambda Insights] で、[Multi-function (複数の関数)] を選択します。

ページの上部には、Lambda Insights が有効になっているリージョン内のすべての Lambda 関数の集
計されたメトリクスを含むグラフが表示されます。ページの下には、関数をリストした表がありま
す。

3. 関数名でフィルターして表示される関数の数を減らすには、ページの上の方にあるボックスに関数名
の一部を入力します。

4. このビューをウィジェットとしてダッシュボードに追加するには、[Add to dashboard (ダッシュボー
ドに追加)] を選択します。

1 つの関数のメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [Lambda Insights] で、[Single-function (1 つの関数)] を選択します。

ページの上部に、選択した関数のメトリクスを含むグラフが表示されます。
3. X-Ray を有効にしている場合は、1 つのトレース ID を選択できます。これにより、その呼び出しの 

CloudWatch ServiceLens を開き、そこからズームアウトして、分散トレースとその特定のトラン
ザクションの処理に関係するその他のサービスを確認できます。ServiceLens の詳細については、
「ServiceLens を使用したアプリケーションのヘルスのモニターリング (p. 230)」を参照してくださ
い。

4. CloudWatch Logs Insights を開いて特定のエラーにズームインするには、ページの下部にあるテーブ
ルで [View logs (ログを表示する)] を選択します。

5. このビューをウィジェットとしてダッシュボードに追加するには、[Add to dashboard (ダッシュボー
ドに追加)] を選択します。

Application Insights との統合
Amazon CloudWatch Application Insights は、アプリケーションのモニターリングに役立ち、アプリケー
ションリソースとテクノロジースタック全体の主要なメトリクス、ログ、アラームを識別して設定しま
す。詳細については、「Amazon CloudWatch Application Insights (p. 674)」を参照してください。

Application Insights を有効にすると Lambda 関数から追加データを収集できます。まだ有効にしていない
場合は、Lambda Insights ダッシュボードのパフォーマンスビューの下にある [Application Insights] タブ
で [Auto-configure Application Insights] (アプリケーションインサイトの自動構成) を選択して有効にできま
す。

Lambda 関数をモニターリングするように CloudWatch Application Insights を既に設定している場合
は、[Application Insights] タブの Lambda Insights ダッシュボードの下に Application Insights ダッシュボー
ドが表示されます。

Lambda Insights によって収集されたメトリクス
Lambda Insights は、インストールされている Lambda 関数からいくつかのメトリクスを収集します。こ
れらのメトリクスの一部は、CloudWatch Metrics で時系列集計データとして使用できます。その他のメト
リクスは、時系列データには集計されませんが、CloudWatch Logs Insights を使用して埋め込みメトリク
スフォーマットのログエントリで確認できます。

次のメトリクスは、LambdaInsights 名前空間の CloudWatch Metrics で時系列集計データとして使用で
きます。
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メトリクス名 ディメンション 説明

cpu_total_time function_name

function_name、バージョン

cpu_system_time と
cpu_user_time の合
計。

単位: ミリ秒

init_duration function_name

function_name、バージョン

Lambda 実行環境のラ
イフサイクルの init
フェーズで費やされた
時間。

単位: ミリ秒

memory_utilization function_name

function_name、バージョン

最大メモリは、関数に
割り当てられたメモリ
のパーセンテージとし
て測定されます。

単位: パーセント

rx_bytes function_name

function_name、バージョン

関数の受信バイト数。

単位: バイト

tx_bytes function_name

function_name、バージョン

関数の送信バイト数。

単位: バイト

total_memory function_name

function_name、バージョン

Lambda 関数に割り当て
られたメモリの量。こ
れは関数のメモリサイ
ズと同じです。

単位: メガバイト

total_network function_name

function_name、バージョン

rx_bytes と
tx_bytes の合計。I/O 
タスクを実行しない関
数の場合でも、Lambda 
ランタイムによって行
われるネットワーク呼
び出しのため、この値
は通常 0 より大きくな
ります。

単位: バイト

used_memory_max function_name

function_name、バージョン

関数サンドボックスの
測定されたメモリ。

単位: メガバイト

以下のメトリクスは、CloudWatch Logs Insights を使用して、埋め込みメトリクスフォーマットのログエ
ントリにあります。CloudWatch Logs Insights の詳細については、「CloudWatch Logs Insights を使用し
たログデータの分析」を参照してください。
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埋め込みメトリックフォーマットの詳細については、「CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットを
使用して高カーディナリティログを取り込み、メトリクスを生成する (p. 995)」を参照してください。

メトリクス名 説明

cpu_system_time CPU がカーネルコードの実行に費やした時間。

単位: ミリ秒

cpu_total_time cpu_system_time と cpu_user_time の合計。

単位: ミリ秒

cpu_user_time CPU がユーザーコードの実行に費やした時間。

単位: ミリ秒

fd_max 使用可能なファイル記述子の最大数。

単位: 個

fd_use 使用中のファイル記述子の最大数。

単位: 個

memory_utilization 最大メモリは、関数に割り当てられたメモリの
パーセンテージとして測定されます。

単位: パーセント

rx_bytes 関数の受信バイト数。

単位: バイト

tx_bytes 関数の送信バイト数。

単位: バイト

threads_max 関数プロセスで使用中のスレッドの数。関数の作
成者は、ランタイムによって作成されたスレッド
の初期数を制御しません。

単位: 個

tmp_max /tmp ディレクトリで使用可能な領域の量。

単位: バイト

tmp_used /tmp ディレクトリ内で使用される領域の量。

単位: バイト

total_memory Lambda 関数に割り当てられたメモリの量。これ
は関数のメモリサイズと同じです。

単位: メガバイト

total_network rx_bytes と tx_bytes の合計。I/O タスクを実
行しない関数の場合でも、Lambda ランタイムに
よって行われるネットワーク呼び出しのため、こ
の値は通常 0 より大きくなります。
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メトリクス名 説明
単位: バイト

used_memory_max 関数サンドボックスの測定されたメモリ。

単位: バイト

トラブルシューティングと既知の問題
問題をトラブルシューティングする最初のステップは、Lambda Insights 拡張機能でデバッグログを有効
にすることです。これを行うには、Lambda 関数に環境変数 LAMBDA_INSIGHTS_LOG_LEVEL=info を設
定します。詳細については、AWS Lambda 環境変数の使用を参照してください。

拡張機能は、関数と同じロググループ (/aws/lambda/function-name)) にログを放出します。これら
のログを確認して、エラーがセットアップの問題に関連しているかどうかを確認します。

Lambda Insights からのメトリクスが表示されません
表示されるべき Lambda Insights メトリクスが表示されない場合は、次の可能性をチェックしてくださ
い。

• メトリクスが遅れている – 関数がまだ呼び出されていない場合、またはデータがまだフラッシュされて
いない場合は、メトリクスは CloudWatch に表示されません。詳細については、このセクションの後半
の「既知の問題」をご参照ください。

• Lambda 関数が正しいアクセス許可を持っていることを確認する –
CloudWatchLambdaInsightsExecutionRolePolicy IAM ポリシーが関数の実行ロールに割り当てられてい
ることを確認します。

• Lambda ランタイムの確認 – Lambda Insights は特定の Lambda ランタイムのみをサポートします。サ
ポートされているランタイムのリストについては、「Lambda Insights の使用 (p. 635)」を参照してく
ださい。

例えば、Java 8 で Lambda Insights を使用するには、java8 ランタイムではなく java8.al2 ランタイ
ムを使用する必要があります。

• ネットワークアクセスを確認する – この Lambda 関数は、インターネットにアクセスできな
い VPC プライベートサブネット上にあり、CloudWatch Logs のために VPC エンドポイント
がに設定されていない可能性があります。この問題のデバッグに役立てるために、環境変数
LAMBDA_INSIGHTS_LOG_LEVEL=info を設定できます。

既知の問題
最長データ遅延は 20 分です。関数ハンドラーが完了すると、Lambda はサンドボックスをフリーズ
し、Lambda Insights 拡張機能もフリーズします。関数の実行中は、関数 TPS に基づくアダプティブバッ
チ戦略を使用してデータを出力します。ただし、関数が長期間呼び出されなくなり、バッファにイベン
トデータが残っている場合は、Lambda がアイドル状態のサンドボックスをシャットダウンするまでこの
データを遅延させることができます。Lambda がサンドボックスをシャットダウンすると、バッファされ
たデータはフラッシュされます。

テレメトリーイベントの例
Lambda Insights が有効になっている Lambda 関数の呼び出しごとに、/aws/lambda-insights ログ
グループに 1 つのログイベントが書き込まれます。各ログイベントには、埋め込みメトリックフォー
マットにメトリクスが含まれます。埋め込みメトリックフォーマットの詳細については、「CloudWatch 
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埋め込みメトリクスフォーマットを使用して高カーディナリティログを取り込み、メトリクスを生成す
る (p. 995)」を参照してください。

これらのログイベントを分析するには、以下の方法を使用できます。

• CloudWatch コンソールの Lambda Insights セクション (「Lambda Insights メトリクスの表
示 (p. 655)」を参照)。

• CloudWatch Logs Insights を使用してイベントクエリをログに記録します。詳細については、Analyzing 
Log Data with CloudWatch Logs Insights を参照してください。

• LambdaInsights 名前空間で収集されるメトリクス。これは、CloudWatch メトリクスを使用してグラ
フ化します。

以下は、埋め込みメトリクスフォーマットの Lambda Insights ログイベントの例です。

{ 
    "_aws": { 
        "Timestamp": 1605034324256, 
        "CloudWatchMetrics": [ 
            { 
                "Namespace": "LambdaInsights", 
                "Dimensions": [ 
                    [ "function_name" ], 
                    [ "function_name", "version" ] 
                ], 
                "Metrics": [ 
                    { "Name": "memory_utilization", "Unit": "Percent" }, 
                    { "Name": "total_memory", "Unit": "Megabytes" }, 
                    { "Name": "used_memory_max", "Unit": "Megabytes" }, 
                    { "Name": "cpu_total_time", "Unit": "Milliseconds" }, 
                    { "Name": "tx_bytes", "Unit": "Bytes" }, 
                    { "Name": "rx_bytes", "Unit": "Bytes" }, 
                    { "Name": "total_network", "Unit": "Bytes" }, 
                    { "Name": "init_duration", "Unit": "Milliseconds" } 
                ] 
            } 
        ], 
        "LambdaInsights": { 
            "ShareTelemetry": true 
        } 
    }, 
    "event_type": "performance", 
    "function_name": "cpu-intensive", 
    "version": "Blue", 
    "request_id": "12345678-8bcc-42f7-b1de-123456789012", 
    "trace_id": "1-5faae118-12345678901234567890", 
    "duration": 45191, 
    "billed_duration": 45200, 
    "billed_mb_ms": 11571200, 
    "cold_start": true, 
    "init_duration": 130, 
    "tmp_free": 538329088, 
    "tmp_max": 551346176, 
    "threads_max": 11, 
    "used_memory_max": 63, 
    "total_memory": 256, 
    "memory_utilization": 24, 
    "cpu_user_time": 6640, 
    "cpu_system_time": 50, 
    "cpu_total_time": 6690, 
    "fd_use": 416, 
    "fd_max": 32642, 
    "tx_bytes": 4434, 
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    "rx_bytes": 6911, 
    "timeout": true, 
    "shutdown_reason": "Timeout", 
    "total_network": 11345, 
    "agent_version": "1.0.72.0", 
    "agent_memory_avg": 10, 
    "agent_memory_max": 10
}

Contributor Insights を使用した高カーディナリティ
データの分析

Contributor Insights を使用して、ログデータを分析し、コントリビューターデータを表示する時系列を作
成できます。トップ N コントリビューター、一意のコントリビューターの合計数、およびそれらの使用
状況に関するメトリクスを確認できます。これを使用して、トップのトーカーを確認し、システムのパ
フォーマンスに影響を与えている人や物を判断できます。たとえば、不良ホストを検出したり、最も重い
ネットワークユーザーを特定したり、エラーを最も多く生成する URL を検索したりできます。

ルールは最初から構築するか、AWS Management Console で作成済みのサンプルルールを AWS コンソー
ルで利用することができます。ルールは、IpAddress などのコントリビューターの定義に使用するログ
フィールドを定義します。また、ログデータをフィルタリングして、個別のコントリビューターの動作を
見つけて分析できます。

CloudWatch はさらに、他の AWS サービスのメトリクスを分析するために使用できる組み込みルールを提
供します。

すべてのルールが受信データをリアルタイムで分析します。

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティでモニターリングアカウントとして設定されたアカ
ウントにサインインしている場合、そのモニターリングアカウントで、ソースアカウントとモニターリン
グアカウントのロググループを分析する Contributor Insights ルールを作成できます。複数のアカウントの
ロググループを分析する単一のルールを作成することもできます。詳細については、「CloudWatch のク
ロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。

Note

Contributor Insights を使用すると、ルールに一致するログイベントが発生するたびに課金されま
す。詳細については、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

トピック
• Contributor Insights ルールの作成 (p. 661)
• Contributor Insights のルール構文 (p. 665)
• Contributor Insights ルールの例 (p. 668)
• Contributor Insights レポートの表示 (p. 671)
• ルールによって生成されたメトリクスのグラフ化 (p. 671)
• Contributor Insights 組み込みルールの使用 (p. 674)

Contributor Insights ルールの作成
ルールを作成してログデータを分析できます。JSON または Common Log Format (CLF) のログはすべ
て評価できます。これには、これらの形式のいずれかに従うカスタムログと、Amazon VPC フローロ
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グ、Amazon Route 53 DNS クエリログ、Amazon ECS コンテナログ、および AWS CloudTrail、Amazon 
SageMaker、Amazon RDS、AWS AppSync、API Gateway からのログなど、AWS のサービスからのログ
が含まれます。

ルールでは、フィールド名または値を指定する場合、すべてのマッチングで大文字と小文字が区別されま
す。

組み込みのサンプルルールを使用してルールを作成したり、独自のルールを最初から作成したりできま
す。Contributor Insights には、次の種類のログのサンプルルールが含まれています。

• Amazon API Gateway ログ
• Amazon Route 53 パブリック DNS クエリログ
• Amazon Route 53 Resolver クエリログ
• CloudWatch Container Insights ログ
• VPC フローログ

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティでモニターリングアカウントとして設定されている
アカウントにサインインしている場合は、モニターリングアカウントのロググループに対するルールを作
成できるだけでなく、このモニターリングアカウントにリンクされているソースアカウントのロググルー
プに対しても Contributor Insights ルールを作成できます。単一のルールを設定して、異なるアカウントの
ロググループをモニターリングすることもできます。詳細については、「CloudWatch のクロスアカウン
トオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。

Important

ユーザーに cloudwatch:PutInsightRule アクセス許可を付与すると、デフォルトでは、その
ユーザーは CloudWatch Logs 内の任意のロググループを評価するルールを作成できます。特定の
ロググループを含める、および除外するユーザーのアクセス許可を制限する IAM ポリシー条件を
追加できます。詳細については、「」を参照してくださいContributor Insights のユーザーのログ
グループへのアクセスを制限するための条件キーの使用 (p. 1206)

組み込みのサンプルルールを使用してルールを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト)、[Contributor Insights] の順に選択します。
3. [ルールの作成] を選択します。

4. [Select log group(s)] (ロググループを選択) で、ルールでモニターリングするロググループを選択しま
す。ロググループは 20 個まで選択できます。CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティの
ために設定されたモニターリングアカウントにサインインしている場合は、ソースアカウントのログ
グループを選択できるだけでなく、単一のルールを設定して異なるアカウントのロググループを分析
することもできます。

• (オプション) 名前が特定の文字列で始まるすべてのロググループを選択するには、[Select by 
prefix match] (プレフィックスの一致による選択) ドロップダウンを選択し、プレフィックスを入
力します。これがモニターリングアカウントの場合は、必要に応じて検索対象のアカウントを選
択できます。そうでない場合は、すべてのアカウントが選択されます。

Note

ルールと一致するログイベントごとに料金が発生します。[Select by prefix match] (プレ
フィックスの一致による選択) ドロップダウンを選択する場合、プレフィクスが一致する可能
性があるロググループの数に注意してください。意図したより多くのロググループを検索す
ると、想定外の料金が発生することがあります。詳細については、Amazon CloudWatch 料金
表をご覧ください。
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5. [Rule type] (ルールタイプ) で、[Sample rule] (サンプルルール) を選択します。次に、[Select sample 
rule] (サンプルルールの選択) を選択し、ルールを選択します。

6. サンプルルールでは、ログの形式、寄与度、フィルター、および集計の各フィールドが入力済みで
す。これらの値は、必要に応じて調整できます。

7. [Next] (次へ) をクリックします。
8. [Rule name] に名前を入力します。有効な文字は、A～Z、a～z、0～9、(ハイフン)、(アンダースコ

ア)、(ピリオド) です。
9. ルールを無効状態で作成するか有効状態で作成するかを選択します。ルールを有効にすると、即座に

データの分析が開始されます。有効にしたルールを実行すると、コストが発生します。詳細について
は、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

Contributor Insights は、ルールが作成されたあとに新しいログイベントのみを分析します。ルール
は、以前に CloudWatch Logs によって処理されたログイベントは処理できません。

10. (オプション) [Tags] (タグ) で、このルールのタグとする 1 つまたは複数のキーと値のペアを追加しま
す。タグを使用すると、AWS リソースを識別して整理したり、AWS コストを追跡したりしやすくな
ります。詳細については、「Amazon CloudWatch リソースにタグを付ける (p. 1258)」を参照してく
ださい。

11. [Create] (作成) を選択します。

ルールを最初から作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Contributor Insights] を選択します。
3. [ルールの作成] を選択します。

4. [Select log group(s)] (ロググループを選択) で、ルールでモニターリングするロググループを選択しま
す。ロググループは 20 個まで選択できます。CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティの
ために設定されたモニターリングアカウントにサインインしている場合は、ソースアカウントのログ
グループを選択できるだけでなく、単一のルールを設定して異なるアカウントのロググループを分析
することもできます。

• (オプション) 名前が特定の文字列で始まるすべてのロググループを選択するには、[Select by 
prefix match] (プレフィックスの一致による選択) ドロップダウンを選択し、プレフィックスを入
力します。

Note

ルールと一致するログイベントごとに料金が発生します。[Select by prefix match] (プレ
フィックスの一致による選択) ドロップダウンを選択する場合、プレフィクスが一致する可能
性があるロググループの数に注意してください。意図したより多くのロググループを検索す
ると、想定外の料金が発生することがあります。詳細については、Amazon CloudWatch 料金
表をご覧ください。

5. [Rule type] (ルールタイプ) で [Custom rule] (カスタムルール) を選択します。
6. [Log Format] で、[JSON] または [CLF] を選択します。
7. ルールの作成を完了するには、ウィザードを使用するか、[Syntax] タブを選択して手動でルール構文

を指定します。

ウィザードの使用を続けるには、次の操作を実行します。

a. [Contribution]、[Key] に、レポート対象のコントリビュータータイプを入力します。このコントリ
ビュータータイプのトップ N の値がレポートに表示されます。

値を持つログフィールドが有効なエントリです。例に
は、requestId、sourceIPaddress、containerID が含まれます。
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特定のロググループに属するログのログフィールド名を検索する方法については、「ログフィー
ルドの検索 (p. 665)」を参照してください。

1 KB 以上のキーは切り捨てられ、1 KB になります。
b. (オプション) [Add new key] (新しいキーを追加) を選択して、キーを追加します。ルールには、

最大 4 つのキーを含められます。複数のキーを入力すると、レポートのコントリビューターは、
これらのキーの一意な値の組み合わせで定義されます。たとえば、3 つのキーを指定した場合、3 
つのキーの一意の値の組み合わせそれぞれが、一意のコントリビューターとしてカウントされま
す。

c. (オプション) 結果の範囲を狭めるフィルターを追加する場合は、[Add filter] (フィルターを追
加) を選択します。[Match] (一致) で、フィルタリングするログフィールドの名前を入力しま
す。[Condition] (条件) で、比較演算子を選択し、フィルタリングする値を入力します。

ルールには、最大 4 つのフィルターを追加できます。複数のフィルターは AND ロジックで結合
されるため、すべてのフィルターに一致するログイベントのみが評価されます。

Note

In、NotIn、StartsWith などの比較演算子に続く配列には、最大 10 個の文字列
値を含めることができます。Contributor Insights ルールの構文の詳細については、
「Contributor Insights のルール構文 (p. 665)」を参照してください。

d. [Aggregate on] (集計) で、[Count] (カウント) または [Sum] (合計) を選択します。[Count] (カウン
ト) を選択すると、コントリビューターランキングが出現回数に基づきます。[Sum] (合計) を選択
すると、ランキングは [Contribution] (コントリビューション)、[Value] (値) に指定したフィールド
の値を集約した合計に基づきます。

8. ウィザードを使用する代わりにルールを JSON オブジェクトとして入力するには、次の手順を実行し
ます。

a. [Syntax] タブを選択します。
b. [Rule body] に、ルールの JSON オブジェクトを入力します。ルール構文の詳細については、

「Contributor Insights のルール構文 (p. 665)」を参照してください。
9. [Next] (次へ) をクリックします。
10. [Rule name] に名前を入力します。有効な文字は、A ～ Z、a ～ z、0 ～ 9、-（ハイフン）、_（アン

ダースコア）、.（ピリオド）です。
11. ルールを無効状態で作成するか有効状態で作成するかを選択します。ルールを有効にすると、即座に

データの分析が開始されます。有効にしたルールを実行すると、コストが発生します。詳細について
は、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

Contributor Insights は、ルールが作成されたあとに新しいログイベントのみを分析します。ルール
は、以前に CloudWatch Logs によって処理されたログイベントは処理できません。

12. (オプション) [Tags] (タグ) で、このルールのタグとする 1 つまたは複数のキーと値のペアを追加しま
す。タグを使用すると、AWS リソースを識別して整理したり、AWS コストを追跡したりしやすくな
ります。詳細については、「Amazon CloudWatch リソースにタグを付ける (p. 1258)」を参照してく
ださい。

13. [Next] (次へ) を選択します。
14. 入力した設定を確認し、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

作成したルールは、無効化、有効化、または削除できます。

Contributor Insights のルールを有効化、無効化、または削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Contributor Insights] を選択します。
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3. ルールのリストで、1 つのルールの横にあるチェックボックスをオンにします。

組み込みルールは AWS サービスによって作成され、編集、無効化、または削除できません。
4. [アクション] を選択し、必要なオプションを選択します。

ログフィールドの検索

ルールを作成するときは、ロググループのログエントリのフィールド名を知っている必要があります。

ロググループでログフィールドを検索するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [ログ] で、[Insights] を選択します。
3. クエリエディタの上で、クエリするロググループを 1 つ以上選択します。

ロググループを選択すると、CloudWatch Logs Insights はロググループのデータのフィールドを自動
的に検出して、[Discovered fields] の右側のペインに表示します。

Contributor Insights のルール構文
このセクションでは、Contributor Insights ルールの構文について説明します。この構文は、JSON ブロッ
クを入力してルールを作成するときのみ使用します。ウィザードを使ってルールを作成する場合は、構
文を知る必要はありません。ウィザードを使ってルールを作成する詳しい方法については、「Contributor 
Insights ルールの作成 (p. 661)」を参照してください。

ログイベントフィールド名および値に対するルールのすべのマッチングでは、大文字と小文字が区別され
ます。

次の例は JSON ログの構文を説明します。

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "LogGroupNames": [ 
        "API-Gateway-Access-Logs*", 
        "Log-group-name2" 
    ], 
    "LogFormat": "JSON", 
    "Contribution": { 
        "Keys": [ 
            "$.ip" 
        ], 
        "ValueOf": "$.requestBytes", 
        "Filters": [ 
            { 
                "Match": "$.httpMethod", 
                "In": [ 
                    "PUT" 
                ] 
            } 
        ] 
    }, 
    "AggregateOn": "Sum"
}
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Contributor Insights ルールのフィールド

スキーマ

CloudWatch Logs データを分析するルールの Schema の値は、常に {"Name": 
"CloudWatchLogRule", "Version": 1} である必要があります。

LogGroupNames

文字列の配列です。配列の各要素で、必要に応じて文字列の最後に * を使用して、そのプレフィック
スで始まる名前を持つすべてのロググループを含めることができます。

ロググループ名でワイルドカードを使用するときはご注意ください。ルールに一致するログイベント
ごとに料金が発生します。誤って意図したより多くのロググループを検索すると、予期しない料金が
発生することがあります。詳細については、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

LogGroupARNs

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティモニターリングアカウントでこのルールを作成
する場合、LogGroupARNs を使用して、モニターリングアカウントにリンクされているソースアカウ
ントのロググループを指定したり、モニターリングアカウント自体のログループを指定したりできま
す。ルール内で LogGroupNames または LogGroupARNs を指定する必要があります。ただし、両方
を指定することはできません。

LogGroupARNs は文字列の配列です。配列の各要素で、特定の状況においては、必要に応じて *
をワイルドカードとして使用できます。例えば、arn:aws:logs:us-west-1:*:log-group/
MyLogGroupName2 を指定すると、米国西部 (北カリフォルニア) リージョン内のすべてのソースアカ
ウントとモニターリングアカウントで MyLogGroupName2 という名前のロググループを指定できま
す。また、arn:aws:logs:us-west-1:111122223333:log-group/GroupNamePrefix* を指定
すると、名前が GroupNamePrefix で始まる米国西部 (北カリフォルニア) 内の 111122223333 のロ
ググループすべてを指定することもできます。

AWS アカウント ID の一部を、ワイルドカードが付いたプレフィックスとして指定することはできま
せん。

ロググループ ARN でワイルドカードを使用するときはご注意ください。ルールに一致するログイベ
ントごとに料金が発生します。誤って意図したより多くのロググループを検索すると、予期しない料
金が発生することがあります。詳細については、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

LogFormat

有効な値は、JSON および CLF です。
寄与度

このオブジェクトには、最大で 4 つのメンバーがある Keys 配列、オプションで 1 つの ValueOf、お
よびオプションで最大 4 つの Filters がある配列が含まれます。

キー

最大 4 つのログフィールドの配列であり、コントリビューターを分類するためのディメンションとし
て使用されます。複数のキーを入力すると、これらのキーの一意な値の組み合わせごとに一意のコン
トリビューターとしてカウントされます。フィールドは、JSON プロパティフォーマット表記を使用
して指定する必要があります。

ValueOf

(オプション) Sum を AggregateOn の値として指定する場合のみこれを指定します。ValueOf は数値
を持つログフィールドを指定します。このタイプのルールでは、コントリビューターはログエントリ
での出現回数ではなく、このフィールドの値の合計によってランク付けされます。たとえば、コント
リビューターを特定期間にわたる合計 BytesSent でソートする場合は、ValueOf を BytesSent に
設定し、Sum を AggregateOn に指定します。
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フィルター

（オプション）最大 4 つのフィルターの配列を指定し、レポートに含まれるログイベントを絞り込み
ます。複数のフィルターを指定した場合、Contributor Insights は論理 AND 演算子で評価します。これ
を使用して、検索から無関係なログイベントを除外したり、1 つのコントリビューターを選択して動
作を分析したりできます。

配列内の各メンバーは、Match フィールドと、使用する一致する演算子のタイプを示すフィールドを
含める必要があります。

Match フィールドは、フィルターで評価するログフィールドを指定します。ログフィールドは JSON 
プロパティフォーマット表記を使用して指定されます。

一致する演算子フィールド
は、In、NotIn、StartsWith、GreaterThan、LessThan、EqualTo、NotEqualTo、ま
たは IsPresent のいずれかである必要があります。演算子フィールドがIn、NotIn、または
StartsWith である場合、チェックする文字列値の配列が続きます。Contributor Insights は文字列値
の配列を OR 演算子で評価します。配列には最大で 10 個の文字列値を含めることができます。

演算子フィールドが GreaterThan、LessThan、EqualTo、または NotEqualTo である場合、比較
する 1 つの数値が続きます。

演算子フィールドが IsPresent である場合、true または false が続きます。この演算子は、
指定したログフィールドがログイベント内にあるかどうかに基づいて、ログイベントを照合しま
す。isPresent は JSON プロパティの葉ノードの値に対してのみ機能します。たとえば、c-count
との一致を検索するフィルターは、details.c-count.c1 を値とするログイベントを評価しませ
ん。

次の 4 つのフィルターの例を参照してください。

{"Match": "$.httpMethod", "In": [ "PUT", ] }
{"Match": "$.StatusCode", "EqualTo": 200 }
{"Match": "$.BytesReceived", "GreaterThan": 10000}
{"Match": "$.eventSource", "StartsWith": [ "ec2", "ecs" ] }

AggregateOn

有効な値は、Count および Sum です。出現回数に基づいてレポートを集計するか、ValueOf フィー
ルドで指定されたフィールドの値の合計に基づいてレポートを集計するかを指定します。

JSON プロパティフォーマット表記

Keys、ValueOf、および Match フィールドはドット表記の JSON プロパティフォーマットに従い、$ は 
JSON オブジェクトのルートを表します。このあとにはピリオドと、サブプロパティの名前を含む英数字
の文字列が続きます。複数のプロパティレベルがサポートされています。

次のリストは、JSON プロパティフォーマットの有効な例を示しています。

$.userAgent
$.endpoints[0]
$.users[1].name
$.requestParameters.instanceId

CLF ログのルールの追加フィールド

Common Log Format (CLF) ログイベントには、JSON にはあるようなフィールドの名前はありませ
ん。Contributor Insights ルールで使用するフィールドを提供するために、CLF ログイベントを 1 で始ま
るインデックスを持つ配列として扱うことができます。最初のフィールドを "1" として指定し、2 番目の
フィールドを "2" として指定できます。以下同様です。
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CLF ログのルールを読みやすくするには、Fields を使用できます。これにより、CLF フィールドの位置
の命名エイリアスを提供することができます。たとえば、位置「4」が IP アドレスであることを指定でき
ます。指定すると、IpAddress をルールで Keys、ValueOf、および Filters のプロパティとして使用
できます。

次の例は、Fields フィールドを使用する CLF ログのルールを示しています。

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "LogGroupNames": [ 
        "API-Gateway-Access-Logs*" 
    ], 
    "LogFormat": "CLF", 
    "Fields": { 
        "4": "IpAddress", 
        "7": "StatusCode" 
    }, 
    "Contribution": { 
        "Keys": [ 
            "IpAddress" 
        ], 
        "Filters": [ 
            { 
                "Match": "StatusCode", 
                "EqualTo": 200 
            } 
        ] 
    }, 
    "AggregateOn": "Count"
}

Contributor Insights ルールの例
このセクションには、Contributor Insights ルールのユースケースを示す例が含まれています。

VPC フローログ: 送信元 IP アドレスおよび送信先 IP アドレスごとのバイト転送

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "LogGroupNames": [ 
        "/aws/containerinsights/sample-cluster-name/flowlogs" 
    ], 
    "LogFormat": "CLF", 
    "Fields": { 
        "4": "srcaddr", 
        "5": "dstaddr", 
        "10": "bytes" 
    }, 
    "Contribution": { 
        "Keys": [ 
            "srcaddr", 
            "dstaddr" 
        ], 
        "ValueOf": "bytes", 
        "Filters": [] 
    }, 
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    "AggregateOn": "Sum"
}

VPC フローログ: HTTPS リクエストの最高数

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "LogGroupNames": [ 
        "/aws/containerinsights/sample-cluster-name/flowlogs" 
    ], 
    "LogFormat": "CLF", 
    "Fields": { 
        "5": "destination address", 
        "7": "destination port", 
        "9": "packet count" 
    }, 
    "Contribution": { 
        "Keys": [ 
            "destination address" 
        ], 
        "ValueOf": "packet count", 
        "Filters": [ 
            { 
                "Match": "destination port", 
                "EqualTo": 443 
            } 
        ] 
    }, 
    "AggregateOn": "Sum"
}

VPC フローログ: 拒否された TCP 接続

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "LogGroupNames": [ 
        "/aws/containerinsights/sample-cluster-name/flowlogs" 
    ], 
    "LogFormat": "CLF", 
    "Fields": { 
        "3": "interfaceID", 
        "4": "sourceAddress", 
        "8": "protocol", 
        "13": "action" 
    }, 
    "Contribution": { 
        "Keys": [ 
            "interfaceID", 
            "sourceAddress" 
        ], 
        "Filters": [ 
            { 
                "Match": "protocol", 
                "EqualTo": 6 
            }, 
            { 
                "Match": "action", 
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                "In": [ 
                    "REJECT" 
                ] 
            } 
        ] 
    }, 
    "AggregateOn": "Sum"
}

送信元アドレスによる Route 53 NXDomain 応答

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "AggregateOn": "Count", 
    "Contribution": { 
        "Filters": [ 
            { 
                "Match": "$.rcode", 
                "StartsWith": [ 
                    "NXDOMAIN" 
                ] 
            } 
        ], 
        "Keys": [ 
            "$.srcaddr" 
        ] 
    }, 
    "LogFormat": "JSON", 
    "LogGroupNames": [ 
        "<loggroupname>" 
    ]
}

ドメイン名による Route 53 Resolver クエリ

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "AggregateOn": "Count", 
    "Contribution": { 
        "Filters": [], 
        "Keys": [ 
            "$.query_name" 
        ] 
    }, 
    "LogFormat": "JSON", 
    "LogGroupNames": [ 
        "<loggroupname>" 
    ]
}

クエリタイプと送信元アドレスによる Route 53 Resolver クエリ

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
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    }, 
    "AggregateOn": "Count", 
    "Contribution": { 
        "Filters": [], 
        "Keys": [ 
            "$.query_type", 
            "$.srcaddr" 
        ] 
    }, 
    "LogFormat": "JSON", 
    "LogGroupNames": [ 
        "<loggroupname>" 
    ]
}

Contributor Insights レポートの表示
レポートデータのグラフや、ルールによって見つかったコントリビューターのランク付けリストを表示す
るには、次の手順を実行します。

ルールレポートを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Contributor Insights] を選択します。

3. ルールのリストで、ルールの名前を選択します。

グラフには、過去 3 時間のルールの結果が表示されます。グラフの下にある表には、トップ 10 コン
トリビューターを表示します。

4. 表に表示されるコントリビューターの数を変更するには、表の上部にある [Top 10 contributors] を選
択します。

5. 表に単一のコントリビューターの結果のみを表示するようフィルタリングするには、表の凡例でその
コントリビューターを選択します。再びすべてのコントリビューターを表示するには、凡例で同じコ
ントリビューターを再び選択します。

6. レポートに表示される時間範囲を変更するには、表の上部で [15m] (15 分)、[30m] (30 分)、[1h] (1 時
間)、[2h] (2 時間)、[3h] (3 時間)、または [custom] (カスタム) を選択します。

レポートの最大時間範囲は 24 時間ですが、最大 15 日前に発生した 24 時間の時間窓を選択できま
す。過去の時間窓を選択するには、[custom]、[absolute] を選択し、時間窓を指定します。

7. コントリビューターの集計とランク付けに使用する期間を変更するには、表の上部で [period] を選択
します。より長い期間を表示すると、大抵の場合スパイクが少ない滑らかなレポートが表示されま
す。短い期間を選択すると、スパイクが表示される可能性が高くなります。

8. このグラフを CloudWatch ダッシュボードに追加するには、[ダッシュボードに追加] を選択します。
9. CloudWatch Logs Insights クエリウィンドウを開くには、このレポートのロググループがクエリボッ

クスにロード済みの状態で、[ログの表示] を選択します。
10. レポートデータをクリップボードまたは CSV ファイルにエクスポートするには、[Export] を選択しま

す。

ルールによって生成されたメトリクスのグラフ化
Contributor Insights にはメトリクス数学関数、INSIGHT_RULE_METRIC があります。この関数を使用し
て、Contributor Insights レポートのデータを、CloudWatch コンソールの [メトリクス] タブにあるグラフ
に追加できます。また、この数学関数に基づいてアラームを設定することもできます。メトリクス数学関
数の詳細については、「Metric Math を使用する (p. 138)」を参照してください。
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このメトリクス数学関数を使用するには、cloudwatch:GetMetricData アクセス許可と
cloudwatch:GetInsightRuleReport アクセス許可の両方を持つアカウントにサインインしている必
要があります。

構文は INSIGHT_RULE_METRIC(ruleName, metricName) です。[ruleName] は Contributor Insights 
ルールの名前です。[metricName] は次のリストにある値の 1 つです。[metricName] の値は、math 関数
が返すデータのタイプを決定します。

• UniqueContributors – 各データポイントの一意のコントリビューターの数です。
• MaxContributorValue – 各データポイントのトップコントリビューターの値です。コントリビュー

ターの ID は、グラフのデータポイントごとに変わる場合があります。

このルールを Count によって集計する場合、各データポイントのトップコントリビューターはその期間
中に最も多く出現したコントリビューターです。ルールを Sum によって集計する場合、トップコントリ
ビューターはその期間中にルールの Value によって指定されたログフィールドで最大合計を持つコント
リビューターです。

• SampleCount – ルールと一致するデータポイントの数です。
• Sum – そのデータポイントによって表される期間中のすべてのコントリビューターの値の合計です。
• Minimum – そのデータポイントによって表される期間中の単一の観測値の最小値です。
• Maximum – そのデータポイントによって表される期間中の単一の観測値の最大値です。
• Average – そのデータポイントによって表される期間中のすべてのコントリビューターの平均値です。

Contributor Insights メトリクスデータでのアラームの設定
この関数 INSIGHT_RULE_METRIC を使用すると、Contributor Insights が生成するメトリクスにアラーム
を設定できます。例えば、拒否された Transmission Control Protocol (TCP) 接続の割合に基づくアラーム
を作成できます。このタイプのアラームの使用を開始するために、次の 2 つの例に示すようなルールを作
成できます。

ルールの例:「RejectedConnectionsRule」

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "LogGroupNames": [ 
        "/aws/containerinsights/sample-cluster-name/flowlogs" 
    ], 
    "LogFormat": "CLF", 
    "Fields": { 
        "3": "interfaceID", 
        "4": "sourceAddress", 
        "8": "protocol", 
        "13": "action" 
    }, 
    "Contribution": { 
        "Keys": [ 
            "interfaceID", 
            "sourceAddress" 
        ], 
        "Filters": [ 
            { 
                "Match": "protocol", 
                "EqualTo": 6 
            }, 
            { 
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                "Match": "action", 
                "In": [ 
                    "REJECT" 
                ] 
            } 
        ] 
    }, 
    "AggregateOn": "Sum"
}

ルールの例:「TotalConnectionsRule」

{ 
    "Schema": { 
        "Name": "CloudWatchLogRule", 
        "Version": 1 
    }, 
    "LogGroupNames": [ 
        "/aws/containerinsights/sample-cluster-name/flowlogs" 
    ], 
    "LogFormat": "CLF", 
    "Fields": { 
        "3": "interfaceID", 
        "4": "sourceAddress", 
        "8": "protocol", 
        "13": "action" 
    }, 
    "Contribution": { 
        "Keys": [ 
            "interfaceID", 
            "sourceAddress" 
        ], 
        "Filters": [ 
            { 
                "Match": "protocol", 
                "EqualTo": 6 
            } 
    "AggregateOn": "Sum"
}

ルールを作成したら、CloudWatch コンソールで [Metrics] (メトリクス) タブを選択できます。このタブ
では、次のメトリクス数式の例を使用して、Contributor Insights がレポートするデータをグラフ化できま
す。

例: メトリクス数式

e1 INSIGHT_RULE_METRIC("RejectedConnectionsRule", "Sum")
e2 INSIGHT_RULE_METRIC("TotalConnectionsRule", "Sum")
e3 (e1/e2)*100

この例では、メトリクス数式 e3 は、拒否されたすべての TCP 接続を返します。TCP 接続の 20% が拒否
されたときに通知を受け取りたい場合は、しきい値を 100 から 20 に変更して式を変更できます。

Note

[Metrics] (メトリクス) セクションから、モニターリングしているメトリクスにアラームを設定で
きます。[Graphed metrics] (グラフ化されたメトリクス) タブで、[Actions] (アクション) 列の下に
ある [Create alarm] (アラームを作成) アイコンを選択できます。[Create alarm] (アラームを作成) 
アイコンはベルのような見た目です。

表メトリクスと Metric Math 関数の使用に関する詳細については、「CloudWatch グラフに数式を追加す
る (p. 138)」のセクションを参照してください。
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Contributor Insights 組み込みルールの使用
Contributor Insights 組み込みルールを使用して、他の AWS サービスからメトリクスを分析できます。次
のサービスでは組み込みルールをサポートします。

• Amazon DynamoDB 開発者ガイドの「Amazon DynamoDB の Contributor Insights」。
• AWS PrivateLink ガイドの「組み込み Contributor Insights ルールを使用する」。

Amazon CloudWatch Application Insights
Amazon CloudWatch Application Insights は、アプリケーションと、その基盤となる AWS のリソース
に対するオブザーバビリティを向上させます。アプリケーションのリソースを監視する最適な条件を設
定し、データを継続的に分析してアプリケーションの問題の徴候を検出できます。Application Insights 
は、SageMaker などの AWS テクノロジーを基盤とし、アプリケーションをモニターリングして検出し
た潜在的な問題を自動ダッシュボードに表示します。これにより、アプリケーションやインフラストラク
チャで進行中の問題をすばやく特定できます。Application Insights が提供するアプリケーションの正常性
に関する強化された可視性は、アプリケーションの問題のトラブルシューティングに要する平均修復時間 
(MTTR) を低減するのに役立ちます。

Amazon CloudWatch Application Insights にアプリケーションを追加すると、アプリケーションのリ
ソースがスキャンされて、アプリケーションコンポーネントに対して推奨されるメトリクスとログが
CloudWatch に設定されます。アプリケーションコンポーネントの例には、SQS Server バックエンドデー
タベースと Microsoft IIS/Web 層があります。Application Insights は、履歴データを使用してメトリクス
のパターンを分析し、異常を検出します。また、アプリケーション、オペレーティングシステム、インフ
ラストラクチャログからエラーや例外を継続的に検出します。これらの監視結果は、分類アルゴリズムと
組み込みルールの組み合わせを使用して相互に関連付けられます。その後、自動作成されるダッシュボー
ドに表示されるモニターリング結果と問題の重大度に関する情報に基づいて、対処するアクションの優先
順位を決定できます。.NET および SQL アプリケーションスタックの一般的な問題 (アプリケーションの
レイテンシー、SQL Server のバックアップの失敗、メモリリーク、大きな HTTP リクエスト、I/O オペ
レーションのキャンセルなど) については、根本原因を示唆する追加のインサイトと解決の手順が示され
ます。組み込まれている AWS SSM OpsCenter との統合により、関連する Systems Manager Automation 
ドキュメントを実行して問題を解決できます。

セクション
• Amazon CloudWatch Application Insights とは (p. 674)
• Amazon CloudWatch Application Insights の仕組み (p. 681)
• Amazon CloudWatch Application Insights の開始方法 (p. 689)
• コンポーネント設定の作業 (p. 709)
• CloudFormation テンプレートを使用して CloudWatch Application Insights モニターリングを作成およ

び設定する (p. 755)
• チュートリアル: SAP HANA のモニターリングを設定する (p. 764)
• チュートリアル: SAP NetWeaver のモニターリングを設定する (p. 773)
• Amazon CloudWatch Application Insights での検出された問題の表示とトラブルシューティン

グ (p. 787)
• Amazon CloudWatch Application Insights でサポートされるログとメトリクス (p. 789)

Amazon CloudWatch Application Insights とは
CloudWatch Application Insights は、他のアプリケーションリソース (p. 680)とともに Amazon EC2 イン
スタンスを使用するアプリケーションをモニターリングするのに役立ちます。アプリケーションのリソー
ス全体およびテクノロジースタック (Microsoft SQL Server データベース、ウェブ (IIS) サーバー、アプリ
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ケーションサーバー、OS、ロードバランサー、キューなど) で主要なメトリクス、ログ、およびアラーム
を特定して設定します。メトリクスとログを継続的にモニターリングし、異常やエラーを検出して相互に
関連付けます。エラーや異常が検出されると、Application Insights は CloudWatch Events を生成します。
これを使用して、通知を設定したり、アクションを実行したりできます。トラブルシューティングに役立
てるために、検出した問題の自動ダッシュボードを作成します。このダッシュボードには、相互に関連
付けられた異常とログエラー、さらに根本原因を示唆する追加のインサイトが示されます。自動ダッシュ
ボードを使用すると、是正措置を簡単に実行してアプリケーションを正常な状態に保ち、アプリケーショ
ンのエンドユーザーへの影響を防止できます。OpsItems も作成されるため、AWS SSM OpsCenter を使
用して問題を解決できます。

ミラーリングされた書き込みトランザクション/秒、リカバリキューの長さ、トランザクション遅延など
の重要なカウンター、CloudWatch での Windows イベントログを設定できます。SQL HA ワークロードで
フェイルオーバーイベントや問題 (ターゲットデータベースのクエリに対するアクセスの制限など) が発生
した場合、CloudWatch Application Insights は自動化されたインサイトを提供します。

CloudWatch Application Insights は AWS Launch Wizard との統合により、SQL Server HA ワークロード
を AWS にデプロイするためのモニターリングを 1 回のクリック操作で設定できます。Launch Wizard 
コンソールの Application Insights でモニターリングおよびインサイトを設定するオプションを選択する
と、CloudWatch Application Insights は関連するメトリクス、ログ、アラームを CloudWatch で自動的に
設定し、新しくデプロイされたワークロードのモニターリングを開始します。自動化されたインサイトと
検出された問題は、SQL Server HA ワークロードのヘルスとともに CloudWatch コンソールで確認できま
す。

内容
• 機能 (p. 675)
• 概念 (p. 676)
• 料金 (p. 676)
• 関連する のサービス (p. 678)
• サポートされるアプリケーションコンポーネント (p. 680)
• サポートされるテクノロジースタック (p. 681)

機能
Application Insights には、次の機能があります。

アプリケーションリソースのモニターリングの自動設定

CloudWatch Application Insights を使用すると、アプリケーションのモニターリングの設定にかかる時間
が短縮されます。CloudWatch Application Insights for.NET and SQL Server は、アプリケーションリソー
スをスキャンして推奨されるメトリクスとログのリスト (カスタマイズ可能) を提供し、CloudWatch でこ
のメトリクスやログを設定することで、Amazon EC2 および Elastic Load Balancing (ELB) などのアプリ
ケーションリソースに必要な可視性を提供します。また、モニターリングしたメトリクスに対して動的な
アラームを設定します。アラームは、過去 2 週間に検出された異常に基づいて自動的に更新されます。

問題の検出と通知

CloudWatch Application Insights は、メトリクスの異常やログエラーなど、アプリケーションの潜在的な問
題の兆候を検出します。これらの監視結果を相互に関連付けることで、アプリケーションの潜在的な問題
を表面化させます。次に、CloudWatch Events を生成します。これらのイベントは、通知を送信するか、
アクションを実行するように設定できます (p. 709)。これにより、メトリクスやログエラーごとに個別の
アラームを作成する必要がなくなります。

トラブルシューティング

CloudWatch Application Insights は、検出された問題用の CloudWatch 自動ダッシュボードを作成します。
このダッシュボードには、問題に関する詳細として、トラブルシューティングに役立つ関連メトリクスの
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異常やログエラーなどが表示されます。また、異常やエラーの根本原因を示唆する追加のインサイトも示
されます。

概念
以下の概念は、Application Insights によるアプリケーションのモニターリング方法を理解するうえで重要
です。

コンポーネント

アプリケーションを構成する類似リソースの自動グループ化、スタンドアロン、またはカスタムグループ
化。モニターリングを向上させるために、類似したリソースをカスタムコンポーネントとしてグループ化
することをお勧めします。

監視結果

アプリケーションやアプリケーションリソースで検出された個別のイベント (メトリクスの異常、ログエ
ラー、または例外)。

[Problem] (問題)

問題は、関連する監視結果の相互関連付け、分類、およびグループ化によって検出されます。

CloudWatch Application Insights に関する他の主要な概念の定義については、「 Amazon CloudWatch の概
念」を参照してください。

料金
CloudWatch Application Insights は、検出した問題を通知するために CloudWatch メトリク
ス、CloudWatch Logs、および CloudWatch Events を使用して、選択したアプリケーションリソース
に推奨されるメトリクスとログを設定します。これらの機能は、CloudWatch の料金に基づいて AWS 
アカウントに請求されます。検出した問題については、Application Insights によって SSM OpsItem も
作成され、ユーザーはその問題に関する通知を受け取ることができます。さらに、Application Insights 
は、SSM パラメータストアのパラメータを作成して、インスタンスで CloudWatch エージェントを設定
します。Amazon EC2 Systems Manager の機能は SSM の料金に従って課金されます。セットアップの支
援、モニターリング、データ分析、または問題の検出には料金がかかりません。

CloudWatch Application Insights のコスト

Amazon EC2 のコストには、次の機能の使用が含まれます。

• CloudWatch エージェント
• CloudWatch エージェントロググループ
• CloudWatch エージェントメトリクス
• Prometheus ロググループ (JMX ワークロード用)

すべてのリソースのコストには、次の機能の使用が含まれます。

• CloudWatch アラーム (大部分のコスト)
• SSM OpsItems (最低コスト)

コスト計算例

この例のコストは、次のシナリオに従って考慮されます。

次を含むリソースグループが作成されました。
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• SQL Server がインストールされている Amazon EC2 インスタンス。
• アタッチされた Amazon EBS ボリューム。

このリソースグループに CloudWatch Application Insights をオンボードすると、Amazon EC2 インスタン
スにインストールされている SQL Server ワークロードが検出されます。CloudWatch Application Insights 
は、次のメトリクスのモニターリングを開始します。

SQL Server インスタンスでは、次のメトリクスがモニターリングされます。

• CPUUtilization
• StatusCheckFailed
• Memory % Committed Bytes In Use
• Memory Available Mbytes
• Network Interface Bytes Total/sec
• Paging File % Usage
• Physical Disk % Disk Time
• Processor % Processor Time
• SQLServer:Buffer Manager cache hit ratio
• SQLServer:Buffer Manager life expectancy
• SQLServer:General Statistics Processes blocked
• SQLServer:General Statistics User Connections
• SQLServer:Locks Number of Deadlocks/sec
• SQLServer:SQL Statistics Batch Requests/sec
• System Processor Queue Length

SQL Server インスタンスにアタッチされたボリュームについては、以下のメトリクスがモニターリングさ
れます。

• VolumeReadBytes
• VolumeWriteBytes
• VolumeReadOps
• VolumeWriteOps
• VolumeTotalReadTime
• VolumeTotalWriteTime
• VolumeIdleTime
• VolumeQueueLength
• VolumeThroughputPercentage
• VolumeConsumedReadWriteOps
• BurstBalance

このシナリオでは、コストは CloudWatch の料金ページと SSM の料金ページに従って計算されます。

• カスタムメトリクス

このシナリオでは、CloudWatch エージェントを使用して、上記のメトリクスのうち 13 個が 
CloudWatch に発行されます。これらのメトリクスは、カスタムメトリクスとして処理されます。各カ
スタムメトリクスの月額コストは 0.3 USD です。これらのカスタムメトリクスの合計コストは、13 個 x 
0.3 USD = 3.90 USD/月です。
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• アラーム

このシナリオでは、CloudWatch Application Insights は合計 26 個のメトリクスをモニターリングし、26 
個のアラームが作成されます。各アラームの月額コストは 0.1 USD です。アラームの合計コストは、26 
個 x 0.1 USD = 2.60 USD/月です。

• データインジェストとエラーログ

データインジェストのコストは 1 GB あたり 0.05 USD で、SQL Server エラーログ用ストレージのコス
トは 1 GB あたり 0.03 USD です。データインジェストとエラーログの合計コストは、1 GB あたり 0.08 
USD (0.05 USD + 0.03 USD) です。

• Amazon EC2 Systems Manager OpsItems

SSM OpsItem は、CloudWatch Application Insights が検出した問題ごとに作成されます。アプリケー
ションの問題が n 件発生した場合、合計月額コストは 0.00267 USD x n で求めることができます。

関連する のサービス
CloudWatch Application Insights は以下のサービスと併用されます。

関連 AWS サービス

• Amazon CloudWatch。リソースの使用状況、アプリケーションのパフォーマンス、および運用状態に
ついてシステム全体の可視性を提供します。メトリクスの収集と追跡、アラーム通知の送信、定義し
たルールに基づくモニターリング対象リソースの自動更新を行います。また、ユーザー独自のカスタ
ムメトリクスもモニターリングできます。CloudWatch Application Insights は、CloudWatch (具体的
には CloudWatch のデフォルトのオペレーションダッシュボード内) から開始します。詳細について
は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

• CloudWatch Container Insights は、コンテナ化されたアプリケーションおよびマイクロサービスのメト
リクスとログを収集、集約、要約します。Container Insights を使用して、Amazon EC2 の Kubernetes 
プラットフォーム、Amazon Elastic Kubernetes Service、Amazon ECS をモニターリングできま
す。Container Insights または Application Insights コンソールで Application Insights が有効になってい
る場合、Application Insights により、検出された問題が Container Insights ダッシュボードに表示されま
す。詳細については、「Container Insights の使用 (p. 469)」を参照してください。

• Amazon DynamoDB はフルマネージド型の NoSQL データベースサービスです。これを使用すると、分
散データベースの運用とスケーリングに伴う管理作業をまかせることができるため、ハードウェアのプ
ロビジョニング、設定と構成、レプリケーション、ソフトウェアパッチ適用、クラスタースケーリング
などを自分で行う必要はなくなります。また、DynamoDB も保管時の暗号化を提供し、機密データの保
護における負担と複雑な作業を解消します。

• Amazon EC2 は、AWS クラウド内でスケーラブルなコンピューティング性能を提供します。Amazon 
EC2 を使用すると、必要な数 (またはそれ以下) の仮想サーバーを起動して、セキュリティおよびネット
ワーキングを構成し、ストレージを管理できます。要件の変更や需要増に対応してスケールアップまた
はスケールダウンできるため、トラフィック予測を軽減できます。詳細については、Linux インスタン
ス用の Amazon EC2 ユーザーガイドまたは Windows インスタンス用の Amazon EC2 ガイドを参照して
ください。

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、Amazon EC2 インスタンスで使用するためのブロック
レベルのストレージボリュームを提供します。Amazon EBS ボリュームの動作は、未初期化のブロック
デバイスに似ています。これらのボリュームは、デバイスとしてインスタンスにマウントできます。イ
ンスタンスにアタッチした Amazon EBS ボリュームは、インスタンスの有効期間とは無関係に存続す
るストレージボリュームとして公開されます。これらのボリューム上にファイルシステムを構築できま
す。または、これらのボリュームをブロックデバイス (ハードドライブなど) を使用する場合と同じ方
法で使用できます。インスタンスにアタッチされているボリュームの設定は動的に変更できます。詳細
は、Amazon EBS ユーザーガイドをご覧ください。

• Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションの負荷を処理するために適切な数の Amazon EC2 イン
スタンスを利用できるようにします。詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドを参
照してください。
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• Elastic Load Balancing は、受信したアプリケーションまたはネットワークトラフィックを複数のアベイ
ラビリティーゾーンの複数のターゲット (EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) に分散させ
ます。詳細については、Elastic Load Balancing ユーザーガイドを参照してください。

• IAM は、AWS リソースへのユーザーアクセスを安全に管理するウェブサービスです。IAM により、ど
のユーザーがお客様の AWS リソースを使用できるか (認証)、それらのユーザーがどのリソースをどの
ような方法で使用できるか (承認) をコントロールできます。詳細については、「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。

• AWS Lambda を使用すると、イベントによってトリガーされる関数で構成されたサーバーレスアプリ
ケーションを構築し、これらを CodePipeline や AWS CodeBuild を使用して自動的にデプロイできま
す。詳細については、「AWS Lambda アプリケーション」をご参照ください。

• AWS Launch Wizard for SQL Server は、SQL Server 高可用性ソリューションをクラウドにデプロイす
る所要時間を短縮します。パフォーマンス、ノード数、サービスコンソールの接続を含むアプリケー
ションの要件を入力すると、AWS Launch Wizard は、SQL Server Always On アプリケーションをデプ
ロイおよび実行するための適切な AWS リソースを識別します。

• AWSResource Groupsは、アプリケーションを構成するリソースを整理するのに役立ちます。Resource 
Groups を使用すると、大量のリソースのタスクを一度に管理および自動化できます。アプリケーション
ごとに登録できるリソースグループは 1 つだけです。詳細については、AWSResource Groups ユーザー
ガイドを参照してください。

• Amazon SQS。分散されたソフトウェアシステムとコンポーネントを統合および分離できる、安全性、
耐久性、可用性に優れたホストされたキューを提供します。詳細については、Amazon SQS ユーザーガ
イドを参照してください。

• AWS Step Functions はサーバーレス関数作成ツールであり、AWS 関数を含むさまざまな AWS Lambda 
のサービスとリソースを、構造化された視覚的なワークフローに順序付けすることができます。詳細に
ついては、AWS Step Functions ユーザーガイドをご参照ください。

• AWS SSM OpsCenter では、各 OpsItem、関連する OpsItems、関連リソースに関するコンテキスト
調査データを提供しながら、サービス全体で OpsItems を集約および標準化します。OpsCenter には 
Systems Manager Automation ドキュメント (ランブック) も用意されており、問題をすばやく解決でき
ます。検索可能なカスタムデータを OpsItem ごとに指定することができます。OpsItems に関する自動
的に生成された概要レポートは、ステータスおよびソース別に表示することもできます。詳細について
は、AWS Systems Manager ユーザーガイドを参照してください。

• Amazon API Gateway は、あらゆる規模の REST、HTTP、および WebSocket API を作成、公開、維
持、モニターリング、およびセキュア化するための AWS サービスです。API 開発者は、AWS または他
のウェブサービス、AWS クラウドに保存されているデータにアクセスする API を作成できます。詳細
については、Amazon API Gateway ユーザーガイドを参照してください。

Note

Application Insights は REST API プロトコル (API Gateway サービスの v1) のみをサポートしま
す。

• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、フルマネージド型のコンテナオーケストレーショ
ンサービスです。Amazon ECS を使用して、最も機密性の高いミッションクリティカルなアプリケー
ションを実行できます。詳細については、Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイドを参照
してください。

• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、お客様独自の Kubernetes コントロールプレー
ンまたはノードをインストール、運用、保守管理することなく、AWS で Kubernetes を実行できるマ
ネージドサービスです。Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ、スケーリン
グ、および管理を自動化するためのオープンソースシステムです。詳細については、Amazon EKS ユー
ザーガイドをご覧ください。

• Kubernetes on Amazon EC2。Kubernetes は、コンテナ化アプリケーションを大規模にデプロイおよび
管理するのを支援するオープンソースソフトウェアです。Kubernetes では、デプロイ、メンテナンス、
スケーリングのプロセスにより、Amazon EC2 コンピューティングインスタンスのクラスターを管理
し、これらのインスタンスでコンテナを実行します。Kubernetes では、同じツールセットを使用して、
オンプレミスやクラウド上で、すべてのタイプのコンテナ化アプリケーションを実行できます。詳細に
ついては、AWS EC2 での Kubernetes の実行を参照してください。
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• Amazon FSxは、AWS によって完全に管理される一般的なファイルシステムの起動と実行に役立ちま
す。Amazon FSx を使用すると、一般的なオープンソースおよび商用ライセンスのファイルシステムの
機能セットとパフォーマンスを活用して、時間のかかる管理タスクを回避できます。詳細については、
「Amazon FSx のドキュメント」参照してください。

• Amazon Simple Notification Service (SNS) は、アプリケーション間およびアプリケーションと人間の通
信の両方に対応するフルマネージド型のメッセージングサービスです。Amazon SNS は、Application 
Insights によるモニターリング用に設定できます。Amazon SNS がモニターリング用のリソースとして
設定されている場合、Application Insights は SNS のメトリクスを追跡して、SNS メッセージにおける
問題の発生や失敗の理由を判定するのに役立ちます。

• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウド のサービスやオンプレミスのリソースで
使用できるフルマネージド型の伸縮性の高い NFS ファイルシステムです。アプリケーションを中断する
ことなく、必要に応じてペタバイト規模まで拡張することを目的に構築されています。ファイルの追加
や削除に応じて自動的に拡張/縮小されるため、拡張に対応するための容量のプロビジョニングや管理は
不要になります。詳細については、Amazon Elastic File System のドキュメントを参照してください。

関連するサードパーティーのサービス

• Application Insights でモニターリングされるいくつかのワークロードとアプリケーションについて
は、Prometheus JMX Exporter は AWS Systems Manager Distributor を使用してインストールされるた
め、CloudWatch Application Insights は Java 固有のメトリクスを取得できます。Java アプリケーショ
ンのモニターリングを選択すると、Application Insights によって Prometheus JMX Exporter が自動的に
インストールされます。

サポートされるアプリケーションコンポーネント
CloudWatch Application Insights は、リソースグループをスキャンしてアプリケーションコンポーネントを
識別します。コンポーネントは、スタンドアロン、自動グループ化 (Auto Scaling グループ内のインスタン
スやロードバランサーの背後のインスタンスなど)、またはカスタム (個々の Amazon EC2 インスタンスの
グループ化) のいずれかになります。

CloudWatch Application Insights でサポートされるコンポーネントは以下のとおりです。

AWS コンポーネント

• Amazon EC2
• Amazon EBS
• Amazon RDS
• Elastic Load Balancing: Application Load Balancer と Classic Load Balancer (これらのロードバランサー

のすべてのターゲットインスタンスが特定および設定されます)。
• Amazon EC2 Auto Scaling グループ: AWS Auto Scaling (Auto Scaling グループは、すべての

ターゲットインスタンスに対して動的に設定されます。アプリケーションがスケールアップする
と、CloudWatch Application Insights は新しいインスタンスを自動的に設定します)。Auto Scaling グ
ループは、CloudFormation のスタックベースのリソースグループではサポートされません。

• AWS Lambda
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
• Amazon DynamoDB テーブル
• Amazon S3 バケットメトリクス
• AWS Step Functions
• Amazon API Gateway REST API ステージ
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS): クラスター、サービス、およびタスク
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS): クラスター
• Amazon EC2 での Kubernetes: EC2 で実行されている Kubernetes クラスター
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• Amazon SNS トピック

その他すべてのコンポーネントタイプのリソースは、現在 CloudWatch Application Insights によって追跡
されていません。サポートされているコンポーネントタイプが Application Insights アプリケーションに
表示されない場合、そのコンポーネントは登録済みで、お客様が所有する別のアプリケーションで管理さ
れ、Application Insights によってモニターリングされている可能性があります。

サポートされるテクノロジースタック
CloudWatch Application Insights を使用して、以下のいずれかのテクノロジーについて、アプリケーション
層ドロップダウンメニューオプションを選択すると、Windows Server および Linux オペレーティングシス
テムで実行されているアプリケーションをモニターリングできます。

• フロントエンド: Microsoft Internet Information Services (IIS) ウェブサーバー
• ワーカー層:

• .NET Framework
• .NET Core

• アプリケーション:
• Java
• SAP NetWeaver の分散型および高可用性デプロイ

• アクティブディレクトリ
• SharePoint
• データベース:

• Amazon RDS または Amazon EC2 で実行されている Microsoft SQL Server (SQL Server High 
Availability の設定を含みます。コンポーネント設定の例 (p. 717) を参照してください。)

• Amazon RDS、Amazon Aurora、Amazon EC2 上で実行されている MySQL
• Amazon RDS または Amazon EC2 上で実行されている PostgreSQL
• Amazon DynamoDB テーブル
• Amazon RDS または Amazon EC2 上で実行されている Oracle
• 単一の Amazon EC2 インスタンスおよび複数の EC2 インスタンス上の SAP HANA データベース
• クロス AZ SAP HANA データベースの高可用性セットアップ。

上に示したテクノロジースタックのいずれもアプリケーションリソースに該当しない場合は、[Manage 
Monitoring] ページのアプリケーション層のドロップダウンメニューから [Custom] を選択して、アプリ
ケーションスタックをモニターリングできます。

Amazon CloudWatch Application Insights の仕組み
このセクションでは、CloudWatch Application Insights の仕組みについて説明します。これには以下が含ま
れます。

• Application Insights がアプリケーションをモニターリングする方法 (p. 681)
• データ保持期間 (p. 682)
• クォータ (p. 682)
• AWSCloudWatch Application Insights で使用される Systems Manager (SSM) パッケージ (p. 682)

Application Insights がアプリケーションをモニターリングする方
法
Application Insights は、アプリケーションを次のようにモニターリングします。
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アプリケーションの検出と設定

CloudWatch Application Insights にアプリケーションを初めて追加すると、アプリケーションコンポーネ
ントがスキャンされ、アプリケーションでモニターリングする主要なメトリクス、ログ、その他のデータ
ソースが推奨されます。これらの推奨内容に基づいて、アプリケーションを設定できます。

データの前処理

CloudWatch Application Insights は、アプリケーションリソース全体でモニターリングされているデータ
ソースを継続的に分析し、メトリクスの異常やログエラー (監視結果) を検出します。

問題のインテリジェントな検出

CloudWatch Application Insights エンジンは、分類アルゴリズムと組み込みルールを使用して監視結果を
関連付けることで、アプリケーションの問題を検出します。トラブルシューティングを支援するために 
CloudWatch ダッシュボードが自動的に作成され、問題に関するコンテキスト情報が表示されます。

アラートとアクション

CloudWatch Application Insights は、アプリケーションの問題を検出すると、CloudWatch Events を生
成して問題をユーザーに通知します。これらのイベントをセットアップする方法の詳細については、
「Application Insights CloudWatch Events と検出された問題の通知 (p. 709)」を参照してください。

シナリオの例

SQL Server データベースを基盤とする ASP .NET アプリケーションがあります。メモリ負担が高いため、
突然、データベースの誤動作が始まります。これに伴って、アプリケーションのパフォーマンスが低下
し、ウェブサーバーやロードバランサーで HTTP 500 エラーが発生する可能性があります。

CloudWatch Application Insights とそのインテリジェントな分析により、動的に作成されるダッシュボー
ドに関連メトリクスやログファイルのスニペットが表示されます。これを確認することで、問題を起こし
ているアプリケーション層を特定できます。この場合、問題は SQL データベース層にある可能性がありま
す。

データ保持期間
CloudWatch Application Insights は、問題を 55 日間、監視結果を 60 日間保持します。

クォータ
CloudWatch Application Insights のデフォルトクォータについては、「Amazon CloudWatch Application 
Insights エンドポイントとクォータ」を参照してください。特に明記しない限り、各クォータは AWS リー
ジョン単位です。サービスのクォータの引き上げをリクエストする場合は、AWS Support にお問い合わせ
ください。多くのサービスには、変更することができないクォータが含まれています。特定のサービスに
対するクォータの詳細については、そのサービスのドキュメントを参照してください。

AWSCloudWatch Application Insights で使用される Systems 
Manager (SSM) パッケージ
このセクションに記載されているパッケージは Application Insights で使用されており、AWS Systems 
Manager Distributor で個別に管理およびデプロイできます。SSM Distributor の詳細については、AWS 
Systems Manager ユーザーガイドの AWS Systems Manager Distributor を参照してください。

パッケージ:
• AWSObservabilityExporter-JMXExporterInstallAndConfigure (p. 683)
• AWSObservabilityExporter-SAP-HANADBExporterInstallAndConfigure (p. 685)
• AWSObservabilityExporter-HAClusterExporterInstallAndConfigure (p. 687)
• AWSObservabilityExporter-SAP-SAPHostExporterInstallAndConfigure (p. 688)
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AWSObservabilityExporter-JMXExporterInstallAndConfigure

Application Insights の Prometheus JMX Exporter からワークロード固有の Java メトリクスを取得して、
アラームを設定およびモニターリングできます。Application Insights コンソールの [Manage monitoring] 
(モニターリングの管理) ページで、[Application tier] (アプリケーション層) ドロップダウンから [JAVA 
application] (JAVA アプリケーション) を選択します。その後、[JAVA Prometheus exporter configuration] 
(JAVA Prometheus エクスポーター設定) で、[Collection method] (収集方法) と [JMX port number] (JMX 
ポート番号) を選択します。

AWS Systems Manager Distributor を使用して AWS が提供する Prometheus JMX Exporter パッケージを 
Application Insights とは別にパッケージ化、インストール、および設定するには、次の手順を実行しま
す。

Prometheus JMX Exporter SSM パッケージを使用するための前提条件

• SSM エージェントバージョン 2.3.1550.0 以降がインストールされている
• JAVA_HOME 環境変数が設定されている

AWSObservabilityExporter-JMXExporterInstallAndConfigure パッケージをインストールして
設定する

AWSObservabilityExporter-JMXExporterInstallAndConfigure パッケージは、Prometheus 
JMX Exporter のインストールおよび設定に使用できる SSM Distributor パッケージです。Prometheus JMX 
Exporter によって Java メトリクスが送信されると、CloudWatch サービスのメトリクスを取得するように 
CloudWatch エージェントを設定できます。

1. ご自身の好みに基づいて、Prometheus GitHub リポジトリにある Prometheus JMX Exporter の YAML 
設定ファイルを準備します。設定例とオプションの説明を参考にしてください。

2. Base64 としてエンコードされた Prometheus JMX Exporter の YAML 設定ファイルを、SSM Parameter 
Store の新しい SSM パラメータにコピーします。

3. SSM Distributor コンソールに移動し、[Owned by Amazon] (Amazon 所有) タブを開きます。
[AWSObservabilityExporter-JMXExporterInstallAndConfigure] を選択し、[Install one time] (1 回限りのイ
ンストール) を選択します。

4. 「Additional Arguments」を次のように置き換えて、最初のステップで作成した SSM パラメータを更新
します。

{ 
  "SSM_EXPORTER_CONFIGURATION": "{{ssm:<SSM_PARAMETER_STORE_NAME>}}", 
  "SSM_EXPOSITION_PORT": "9404"
}

Note

ポート 9404 は、Prometheus JMX メトリクスの送信に使用されるデフォルトのポートです。
このポートは更新できます。

例: Java メトリクスを取得するための CloudWatch エージェントの設定

1. 前の手順で説明したように、Prometheus JMX Exporter をインストールします。その後、ポートのス
テータスをチェックして、インスタンスに正しくインストールされていることを確認します。

Windows インスタンスでの正常なインストール例

PS C:\> curl http://localhost:9404 (http://localhost:9404/)
StatusCode : 200
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StatusDescription : OK
Content : # HELP jvm_info JVM version info

Linux インスタンスでの正常なインストール例

$ curl localhost:9404
# HELP jmx_config_reload_failure_total Number of times configuration have failed to be 
 reloaded.
# TYPE jmx_config_reload_failure_total counter
jmx_config_reload_failure_total 0.0

2. Prometheus サービスの検出 YAML ファイルを作成します。次のサンプルのサービス検出ファイル
は、次の処理を実行します。

• Prometheus JMX Exporter ホストポートを localhost: 9404 として指定します。
• メトリクスにラベル (Application、ComponentName、および InstanceId) をアタッチしま

す。これは、CloudWatch メトリクスディメンションとして設定できます。

$ cat prometheus_sd_jmx.yaml  
- targets: 
  - 127.0.0.1:9404 
  labels: 
    Application: myApp
    ComponentName: arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789012:loadbalancer/
app/sampl-Appli-MMZW8E3GH4H2/aac36d7fea2a6e5b 
    InstanceId: i-12345678901234567

3. Prometheus JMX Exporter 設定 YAML ファイルを作成します。次の設定ファイルの例では、次の項目
を指定します。

• メトリクスの取得ジョブ間隔とタイムアウト期間。
• スクレイピングとも呼ばれるメトリクスの取得ジョブ (jmx および sap)。これには、ジョブ名、一

度に返される最大時系列、およびサービス検出のファイルパスが含まれます。

$ cat prometheus.yaml  
global: 
  scrape_interval: 1m 
  scrape_timeout: 10s
scrape_configs: 
  - job_name: jmx 
    sample_limit: 10000 
    file_sd_configs: 
      - files: ["/tmp/prometheus_sd_jmx.yaml"] 
  - job_name: sap 
    sample_limit: 10000 
    file_sd_configs: 
      - files: ["/tmp/prometheus_sd_sap.yaml"]

4. CloudWatch エージェントが Amazon EC2 インスタンスにインストールされ、バージョンが 
1.247346.1b249759 以降であることを検証します。EC2 インスタンスに CloudWatch エージェント
をインストールするには、「CloudWatch エージェントのインストール」を参照してください。バー
ジョンを確認するには、「CloudWatch エージェントのバージョンについての情報の検索」をご参照
ください。

5. CloudWatch エージェントを設定します。CloudWatch エージェント設定ファイルの設定方法の詳細に
ついては、「CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成または編集する」を参照してくだ
さい。次の CloudWatch エージェント設定ファイルの例は、次の処理を実行します。

• Prometheus JMX Exporter 設定ファイルパスを指定します。
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• EMF メトリクスログを発行するターゲットロググループを指定します。
• メトリクス名ごとに 2 つのディメンションセットを指定します。
• 8 個 (4 個のメトリクス名 * メトリクス名ごとに 2 セットのディメンション) の CloudWatch メトリ

クスを送信します。

{ 
   "logs":{ 
      "logs_collected":{ 
         .... 
      }, 
      "metrics_collected":{ 
         "prometheus":{ 
            "cluster_name":"prometheus-test-cluster", 
            "log_group_name":"prometheus-test", 
            "prometheus_config_path":"/tmp/prometheus.yaml", 
            "emf_processor":{ 
               "metric_declaration_dedup":true, 
               "metric_namespace":"CWAgent", 
               "metric_unit":{ 
                  "jvm_threads_current":"Count", 
                  "jvm_gc_collection_seconds_sum":"Second", 
                  "jvm_memory_bytes_used":"Bytes" 
               }, 
               "metric_declaration":[ 
                  { 
                     "source_labels":[ 
                        "job" 
                     ], 
                     "label_matcher":"^jmx$", 
                     "dimensions":[ 
                        [ 
                           "InstanceId", 
                           "ComponentName" 
                        ], 
                        [ 
                           "ComponentName" 
                        ] 
                     ], 
                     "metric_selectors":[ 
                        "^java_lang_threading_threadcount$", 
                        "^java_lang_memory_heapmemoryusage_used$", 
                        "^java_lang_memory_heapmemoryusage_committed$" 
                     ] 
                  } 
               ] 
            } 
         } 
      } 
   }, 
   "metrics":{ 
      .... 
   }
}

AWSObservabilityExporter-SAP-
HANADBExporterInstallAndConfigure

Application Insights の Prometheus HANA データベースエクスポーター からワークロード固有の SAP 
HANA メトリクスを取得して、アラームを設定およびモニターリングできます。詳細については、このガ
イドの「SAP HANA データベースをモニターリング用に設定する (p. 767)」を参照してください。
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AWS Systems Manager Distributor を使用して、AWS が提供する Prometheus HANA データベースエクス
ポーターパッケージを Application Insights とは別にパッケージ化、インストール、設定するには、次の手
順を完了します。

Prometheus HANA データベース Exporter SSM パッケージを使用するための前提条件

• SSM エージェントバージョン 2.3.1550.0 以降がインストールされている
• SAP HANA データベース
• Linux オペレーティングシステム (SUSE Linux、RedHat Linux)
• AWS Secrets Manager を使用しており、SAP HANA データベースのモニターリング認証情報を持つ

シークレット。キーと値のペア形式を使用してシークレットを作成し、キーのユーザー名を指定して、
データベースユーザーに値を入力します。2 番目のキーのパスワードを追加して、値にパスワードを入
力します。シークレットを作成する方法については、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「シーク
レットを作成する」を参照してください。シークレットは、次のようにフォーマットする必要がありま
す。

{ 
  "username": "<database_user>", 
  "password": "<database_password>"
}

AWSObservabilityExporter-SAP-HANADBExporterInstallAndConfigure パッケージをインス
トールして設定する

AWSObservabilityExporter-SAP-HANADBExporterInstallAndConfigure パッケージ
は、Prometheus HANA データベース Exporter のインストールおよび設定に使用できる SSM Distributor 
パッケージです。Prometheus HANA データベース Exporter によって HANA データベースのメトリクスが
送信されると、CloudWatch サービスのメトリクスを取得するように CloudWatch エージェントを設定で
きます。

1. SSM パラメータストアで SSM パラメータを作成して、Exporter の設定を保存します。パラメータ値の
例を次に示します。

{\"exposition_port\":9668,\"multi_tenant\":true,\"timeout\":600,\"hana\":{\"host\":
\"localhost\",\"port\":30013,\"aws_secret_name\":\"HANA_DB_CREDS\",\"scale_out_mode
\":true}}

Note

この例では、エクスポートはアクティブな SYSTEM データベースがある Amazon EC2 インス
タンスでのみ実行されます。また、メトリクスの重複を避けるため、他の EC2 インスタンス
はアイドル状態のままになります。エクスポーターでは、SYSTEM データベースからのすべて
のテナント情報を取得できます。

2. SSM パラメータストアで SSM パラメータを作成して、Exporter メトリクスのクエリを保存します。
パッケージでは、複数のメトリクスパラメータが受け入れ可能です。各パラメータには、有効な JSON 
オブジェクトの形式が必要です。パラメータの値の例を次に示します。

{\"SELECT MAX(TIMESTAMP) TIMESTAMP, HOST, MEASURED_ELEMENT_NAME CORE, 
 SUM(MAP(CAPTION, 'User Time', TO_NUMBER(VALUE), 0)) USER_PCT, SUM(MAP(CAPTION, 
 'System Time', TO_NUMBER(VALUE), 0)) SYSTEM_PCT, SUM(MAP(CAPTION, 'Wait Time', 
 TO_NUMBER(VALUE), 0)) WAITIO_PCT, SUM(MAP(CAPTION, 'Idle Time', 0, TO_NUMBER(VALUE))) 
 BUSY_PCT, SUM(MAP(CAPTION, 'Idle Time', TO_NUMBER(VALUE), 0)) IDLE_PCT FROM 
 sys.M_HOST_AGENT_METRICS WHERE MEASURED_ELEMENT_TYPE = 'Processor' GROUP BY HOST, 
 MEASURED_ELEMENT_NAME;\":{\"enabled\":true,\"metrics\":[{\"name\":\"hanadb_cpu_user
\",\"description\":\"Percentage of CPU time spent by HANA DB in user space, over the 
 last minute (in seconds)\",\"labels\":[\"HOST\",\"CORE\"],\"value\":\"USER_PCT\",\"unit
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\":\"percent\",\"type\":\"gauge\"},{\"name\":\"hanadb_cpu_system\",\"description\":
\"Percentage of CPU time spent by HANA DB in Kernel space, over the last minute (in 
 seconds)\",\"labels\":[\"HOST\",\"CORE\"],\"value\":\"SYSTEM_PCT\",\"unit\":\"percent
\",\"type\":\"gauge\"},{\"name\":\"hanadb_cpu_waitio\",\"description\":\"Percentage of 
 CPU time spent by HANA DB in IO mode, over the last minute (in seconds)\",\"labels\":
[\"HOST\",\"CORE\"],\"value\":\"WAITIO_PCT\",\"unit\":\"percent\",\"type\":\"gauge\"},
{\"name\":\"hanadb_cpu_busy\",\"description\":\"Percentage of CPU time spent by HANA DB, 
 over the last minute (in seconds)\",\"labels\":[\"HOST\",\"CORE\"],\"value\":\"BUSY_PCT
\",\"unit\":\"percent\",\"type\":\"gauge\"},{\"name\":\"hanadb_cpu_idle\",\"description
\":\"Percentage of CPU time not spent by HANA DB, over the last minute (in seconds)\",
\"labels\":[\"HOST\",\"CORE\"],\"value\":\"IDLE_PCT\",\"unit\":\"percent\",\"type\":
\"gauge\"}]}}

メトリクスのクエリについての詳細は、GitHub の「SUSE / hanadb_exporter repo」を参照してく
ださい。

3. SSM Distributor コンソールに移動し、[Owned by Amazon] (Amazon 所有) タブを開きま
す。[AWSObservabilityExporter-SAP-HANADBExporterInstallAndConfigure*] を選択し、[Install one 
time] (1 回限りのインストール) を選択します。

4. 「Additional Arguments」を次のように置き換えて、最初のステップで作成した SSM パラメータを更新
します。

{ 
  "SSM_EXPORTER_CONFIG": "{{ssm:<*SSM_CONFIGURATIONS_PARAMETER_STORE_NAME>*}}", 
  "SSM_SID": "<SAP_DATABASE_SID>", 
  "SSM_EXPORTER_METRICS_1": "{{ssm:<SSM_FIRST_METRICS_PARAMETER_STORE_NAME>}}", 
  "SSM_EXPORTER_METRICS_2": "{{ssm:<SSM_SECOND_METRICS_PARAMETER_STORE_NAME>}}"
}

5. SAP HANA データベースを持つ Amazon EC2 インスタンスを選択し、[Run] (実行) をクリックします。

AWSObservabilityExporter-
HAClusterExporterInstallAndConfigure

Prometheus HANA クラスターエクスポーター から Application Insights 用に ワークロード固有の High 
Availability (HA) クラスターメトリクスを取得して、SAP HANA データベースの High Availability セット
アップ用のアラームを設定およびモニターリングできます。詳細については、このガイドの「SAP HANA 
データベースをモニターリング用に設定する (p. 767)」を参照してください。

AWS Systems Manager Distributor を使用して、AWS が提供する Prometheus HA クラスター Exporter の
パッケージを Application Insights とは別にパッケージ化、インストール、設定するには、次の手順を完了
します。

Prometheus HA クラスター Exporter SSM パッケージを使用するための前提条件

• SSM エージェントバージョン 2.3.1550.0 以降がインストールされている
• Pacemaker、Corosync、SBD、DRBD 用の HA クラスター
• Linux オペレーティングシステム (SUSE Linux、RedHat Linux)

AWSObservabilityExporter-HAClusterExporterInstallAndConfigure パッケージをインス
トールして設定する

AWSObservabilityExporter-HAClusterExporterInstallAndConfigure パッケージ
は、Prometheus HA クラスター Exporter のインストールおよび設定に使用できる SSM Distributor の
パッケージです。Prometheus HANA データベース Exporter によってクラスターメトリクスが送信される
と、CloudWatch サービスのメトリクスを取得するように CloudWatch エージェントを設定できます。
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1. SSM パラメータストアで SSM パラメータを作成して、Exporter の設定を JSON 形式で保存します。
パラメータ値の例を次に示します。

{\"port\":\"9664\",\"address\":\"0.0.0.0\",\"log-level\":\"info\",\"crm-mon-path\":\"/
usr/sbin/crm_mon\",\"cibadmin-path\":\"/usr/sbin/cibadmin\",\"corosync-cfgtoolpath-path
\":\"/usr/sbin/corosync-cfgtool\",\"corosync-quorumtool-path\":\"/usr/sbin/corosync-
quorumtool\",\"sbd-path\":\"/usr/sbin/sbd\",\"sbd-config-path\":\"/etc/sysconfig/sbd\",
\"drbdsetup-path\":\"/sbin/drbdsetup\",\"enable-timestamps\":false}

エクスポーターの設定についての詳細は、GitHub の「ClusterLabs / ha_cluster_exporter
repo」を参照してください。

2. SSM Distributor コンソールに移動し、[Owned by Amazon] (Amazon 所有) タブを開きま
す。[AWSObservabilityExporter-HAClusterExporterInstallAndConfigure*] を選択し、[Install one time] (1 
回限りのインストール) を選択します。

3. 「Additional Arguments」を次のように置き換えて、最初のステップで作成した SSM パラメータを更新
します。

{ 
  "SSM_EXPORTER_CONFIG": "{{ssm:<*SSM_CONFIGURATIONS_PARAMETER_STORE_NAME>*}}"
}

4. SAP HANA データベースを持つ Amazon EC2 インスタンスを選択し、[Run] (実行) をクリックします。

AWSObservabilityExporter-SAP-
SAPHostExporterInstallAndConfigure

Application Insights の Prometheus SAP ホストエクスポーターからワークロード固有の SAP NetWeaver 
メトリクスを取得して、SAP NetWeaver Distributed and High Availability デプロイ用のアラームを設定
およびモニターリングできます。詳細については、「Amazon CloudWatch Application Insights の開始方
法 (p. 689)」を参照してください。

AWS Systems Manager Distributor を使用して、SAP ホストエクスポーターパッケージを Application 
Insights とは別にパッケージ化、インストール、および設定するには、次の手順を実行します。

Prometheus SAP ホストエクスポーター SSM パッケージを使用するための前提条件

• SSM エージェントバージョン 2.3.1550.0 以降がインストールされている
• SAP NetWeaver アプリケーションサーバー
• Linux オペレーティングシステム (SUSE Linux、RedHat Linux)

AWSObservabilityExporter-SAP-SAPHostExporterInstallAndConfigure パッケージをインス
トールして設定する

AWSObservabilityExporter-SAP-SAPHostExporterInstallAndConfigure パッケージは、SAP 
NetWeaver Prometheus メトリクスエクスポーターのインストールおよび設定に使用できる SSM 
Distributor パッケージです。Prometheus エクスポーターによって SAP NetWeaver メトリクスが送信され
ると、CloudWatch サービスのメトリクスを取得するように CloudWatch エージェントを設定できます。

1. SSM パラメータストアで SSM パラメータを作成して、Exporter の設定を JSON 形式で保存します。
パラメータ値の例を次に示します。

{\"address\":\"0.0.0.0\",\"port\":\"9680\",\"log-level\":\"info\",\"is-HA\":false}

• address
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Prometheus メトリクスの送信先となるターゲットアドレス。デフォルト値は、「localhost」で
す。

• port

Prometheus メトリクスの送信先となるターゲットポート。デフォルト値は、「9680」です。
• is-HA

SAP NetWeaver High Availability のデプロイでは [true]。他のすべてのデプロイで、値は false で
す。

2. SSM Distributor コンソールに移動し、[Owned by Amazon] (Amazon 所有) タブを開きま
す。AWSObservabilityExporter-SAP-SAPHostExporterInstallAndConfigure を選択し、[Install one time]
(1 回限りのインストール) を選択します。

3. 「Additional Arguments」を次のように置き換えて、最初のステップで作成した SSM パラメータを更新
します。

{ 
  "SSM_EXPORTER_CONFIG": "{{ssm:<SSM_CONFIGURATIONS_PARAMETER_STORE_NAME>}}", 
  "SSM_SID": "<SAP_DATABASE_SID>", 
  "SSM_INSTANCES_NUM": "<instances_number seperated by comma>"
}                    

例

{ 
  "SSM_EXPORTER_CONFIG": "{{ssm:exporter_config_paramter}}", 
  "SSM_INSTANCES_NUM": "11,12,10", 
  "SSM_SID": "PR1"
}

4. SAP NetWeaver アプリケーションを含む Amazon EC2 インスタンスを選択し、[Run] (実行) を選択し
ます。

Note

Prometheus エクスポーターは、ローカルエンドポイントで SAP NetWeaver メトリクスを処理し
ます。ローカルエンドポイントには Amazon EC2 インスタンスのオペレーティングシステムユー
ザーのみがアクセスできます。そのため、エクスポーターパッケージをインストールすると、す
べてのオペレーティングシステムユーザーがメトリクスを利用できるようになります。デフォル
トのローカルエンドポイントは localhost:9680/metrics です。

Amazon CloudWatch Application Insights の開始方法
CloudWatch Application Insights の使用を開始するには、次の前提条件を満たしていること、および 
IAM ポリシーが作成済みであることを確認します。次に、コンソールのリンクを使用して CloudWatch 
Application Insights を有効にすることで開始できます。アプリケーションのリソースを設定するには、
「モニターリング用のアプリケーションのセットアップ、設定、管理 (p. 692)」の手順に従います。

目次
• CloudWatch Application Insights へのアクセス (p. 690)
• 前提条件 (p. 690)
• IAM ポリシー (p. 691)
• アカウントベースのアプリケーションのオンボーディングに対する IAM ロールのアクセス許

可 (p. 692)
• モニターリング用のアプリケーションのセットアップ、設定、管理 (p. 692)

689

https://console.aws.amazon.com/systems-manager/distributor


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
開始する

CloudWatch Application Insights へのアクセス
次のいずれかのインターフェイスを使用して、CloudWatch Application Insights にアクセスしたり管理でき
ます。

• CloudWatch コンソール。アプリケーションにモニターリングを追加するには、CloudWatch コンソー
ルの左側のナビゲーションペインで [Insights] の下にある [Application Insights] を選択します。アプリ
ケーションの設定が完了したら、 CloudWatch コンソールを使用して検出された問題を表示して分析で
きます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI)。AWS CLI を使用して、AWS API オペレーションにアクセ
スできます。詳細については、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。Application Insights での API オペレーションについての
詳細は、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスを参照してください。

前提条件
CloudWatch Application Insights でアプリケーションを設定するには、以下の前提条件を満たす必要があり
ます。

• AWS Systems Manager の有効化 – Amazon EC2 インスタンスに Systems Manager Agent (SSM Agent) 
をインストールし、インスタンスを SSM に対して有効にします。SSM Agent のインストール方法につ
いての詳細は、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager のセットアッ
プ」を参照してください。

• EC2 インスタンスロール – Systems Manager を有効にするには、次の Amazon EC2 インスタンスロー
ルをアタッチする必要があります。
• Systems Manager を有効にする AmazonSSMManagedInstanceCore ロールをアタッチする必要が

あります。詳細については、「AWS Systems Manager アイデンティティベースのポリシーの例」を
参照してください。

• インスタンスメトリクスとログが CloudWatch を介して出力されるように
CloudWatchAgentServerPolicy ポリシーをアタッチする必要があります。詳細については、
「CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成する」を参照してください

• AWS リソースグループ – アプリケーションを CloudWatch Application Insights にオンボードするに
は、アプリケーションスタックで使用されるすべての関連する AWS リソースが含まれるリソース
グループを作成する必要があります。これには、Application Load Balancer、IIS とウェブフロント
エンドを実行する EC2 インスタンス、.NET ワーカー階層、および SQL Server データベースが含
まれます。Application Insights がサポートするアプリケーションコンポーネントとテクノロジース
タックの詳細については、「サポートされるアプリケーションコンポーネント (p. 680)」を参照し
てください。CloudWatch Application Insights では、同じタグを使用する Auto Scaling グループまた
は CloudFormation スタックがリソースグループとして自動的に包含されます。Auto Scaling グルー
プは CloudFormation リソースグループでサポートされていないためです。詳細については、「AWS 
Resource Groups の開始方法」を参照してください。

• IAM アクセス許可 – 管理アクセスが許可されていないユーザーについては、Application Insights でサー
ビスにリンクされたロールを作成できる AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成
し、ユーザーの ID にアタッチする必要があります。IAM ポリシーを作成する方法については、「IAM 
ポリシー (p. 691)」を参照してください。

• サービスにリンクされたロール – Application Insights は AWS Identity and Access Management (IAM) 
サービスにリンクされたロールを使用します。Application Insights コンソールで新しい Application 
Insights アプリケーションを作成する際、サービスにリンクされたロールが作成されます。詳細につい
ては、「CloudWatch Application Insights のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1217)」を参照し
てください。

• EC2 Windows インスタンスに対するパフォーマンスカウンタメトリクスのサポート – Amazon EC2 
Windows インスタンスでパフォーマンスカウンタメトリクスをモニターリングするには、パフォーマン
スカウンタがインスタンスにインストールされている必要があります。パフォーマンスカウンタのメト
リクスと対応するパフォーマンスカウンタセット名については、「パフォーマンスカウンタのメトリク
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ス (p. 849)」を参照してください。パフォーマンスカウンタの詳細については、「パフォーマンスカウ
ンタ」を参照してください。

• Amazon CloudWatch エージェント – Application Insights は、CloudWatch エージェントをインストー
ルして設定します。CloudWatch エージェントがインストールされている場合、Application Insights 
は設定をそのまま維持します。マージ競合を避けるため、既存の CloudWatch エージェント設定ファ
イルから、Application Insights で使用するリソースの設定を削除してください。詳細については、「
CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成または編集する (p. 913)」を参照してください。

IAM ポリシー
CloudWatch Application Insights を使用するには、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリ
シーを作成し、ユーザー、グループ、またはロールにアタッチする必要があります。ユーザー、グルー
プ、ロールの詳細については、「IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール)」を参照してくださ
い。IAM ポリシーは、ユーザーのアクセス許可を定義します。

コンソールを使用して IAM ポリシーを作成するには

IAM コンソールを使用して IAM ポリシーを作成するには、次の手順を実行します。

1. IAM コンソールに移動します。左のナビゲーションペインで [ポリシー] を選択します。
2. ページの上部で [ポリシーの作成] を選択します。
3. [JSON] タブを選択します。
4. 次の JSON ドキュメントをコピーして、[JSON] タブの下に貼り付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "applicationinsights:*", 
                "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "resource-groups:ListGroups" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}               

5. [ポリシーの確認] をクリックします。
6. [名前] にポリシー名を入力します (「AppInsightsPolicy」など)。必要に応じて [説明] に説明を入力し

ます。
7. [ポリシーの作成] を選択します。
8. 左側にあるナビゲーションペインで、[ユーザーグループ]、[ユーザー]、または [ロール] を選択しま

す。
9. ポリシーのアタッチ先とするユーザー名、グループ名、ロール名を選択します。
10. [Add permissions (アクセス許可の追加)] を選択します。
11. [Attach existing policies directly (既存のポリシーを直接アタッチ)] を選択します。
12. 先ほど作成したポリシーを検索し、ポリシー名の左側にあるチェックボックスをオンにします。
13. 次に、[次へ: 確認] を選択します。
14. 適切なポリシーが表示されていることを確認し、 [Add permissions (アクセス許可の追加)] を選択しま

す。
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15. CloudWatch Application Insights を使用する際は、先ほど作成したポリシーを関連付けたユーザーとし
てログインします。

AWS CLI を使用して IAM ポリシーを作成するには

AWS CLI を使用して IAM ポリシーを作成するには、上記の JSON ドキュメントを現在のフォルダ内の
ファイルとして使用して、コマンドラインから create-policy オペレーションを実行します。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して IAM ポリシーを作成するには

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して IAM ポリシーを作成するには、上記の JSON ドキュメン
トを現在のフォルダ内のファイルとして使用して New-IAMPolicy cmdlt を実行します。

アカウントベースのアプリケーションのオンボーディングに対す
る IAM ロールのアクセス許可
アカウント内のすべてのリソースをオンボードし、Application Insights の機能にフルアクセスするための
Application Insights 管理ポリシー (p. 1225)を使用しない場合、Application Insights がアカウント内のすべ
てのリソースを検出できるように、IAM ロールに次のアクセス許可をアタッチする必要があります。

"ec2:DescribeInstances"  
"ec2:DescribeNatGateways"
"ec2:DescribeVolumes"
"ec2:DescribeVPCs"
"rds:DescribeDBInstances"
"rds:DescribeDBClusters"
"sqs:ListQueues"
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers"
"autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
"lambda:ListFunctions"
"dynamodb:ListTables"
"s3:ListAllMyBuckets"
"sns:ListTopics"
"states:ListStateMachines"
"apigateway:GET"
"ecs:ListClusters"
"ecs:DescribeTaskDefinition"  
"ecs:ListServices"
"ecs:ListTasks"
"eks:ListClusters"
"eks:ListNodegroups"
"fsx:DescribeFileSystems"
"route53:ListHealthChecks"
"route53:ListHostedZones"
"route53:ListQueryLoggingConfigs"
"route53resolver:ListFirewallRuleGroups"
"route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations"
"route53resolver:ListResolverEndpoints"
"route53resolver:ListResolverQueryLogsConfigs"
"route53resolver:ListResolverQueryLogsConfigAssociation"
"logs:DescribeLogGroups"

モニターリング用のアプリケーションのセットアップ、設定、管
理
このセクションでは、コンソール、AWS CLI、AWS Tools for Windows PowerShell を使用し
て、CloudWatch Application Insights アプリケーションをセットアップ、設定、管理する手順を説明しま
す。
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トピック
• CloudWatch コンソールからモニターリングするアプリケーションをセットアップ、設定、管理す

る (p. 693)
• コマンドラインを使用してモニターリングするアプリケーションをセットアップ、設定、管理す

る (p. 696)
• Application Insights CloudWatch Events と検出された問題の通知 (p. 709)

CloudWatch コンソールからモニターリングするアプリケーションをセットアッ
プ、設定、管理する

このセクションでは、CloudWatch コンソールからモニターリングするアプリケーションをセットアッ
プ、設定、管理する手順を説明します。

コンソール手順
• アプリケーションの追加と設定  (p. 693)
• Amazon ECS および Amazon EKS リソースのモニターリングで Application Insights を有効にす

る (p. 695)
• アプリケーションコンポーネントのモニターリングの無効化 (p. 696)
• アプリケーションの削除 (p. 696)

アプリケーションの追加と設定

CloudWatch コンソールからアプリケーションを追加および設定する

CloudWatch コンソールから CloudWatch Application Insights の使用を開始するには、次の手順を実行しま
す。

1. 起動します。CloudWatch コンソールのランディングページを開きます。左側のナビゲーションペイ
ンで、[Insights] の下にある [Application Insights] を選択します。ページには、CloudWatch Application 
Insights でモニターリングするアプリケーションのリストと、モニターリングのステータスが表示さ
れます。

2. アプリケーションを追加します。アプリケーションのモニターリングを設定するには、[Add an 
application] (アプリケーションの追加) を選択します。[Add an application] (アプリケーションの追加) 
を選択すると、[Choose Application Type] (アプリケーションタイプを選択してください) というプロ
ンプトが表示されます。

• リソースグループベースのアプリケーション。このオプションを選択すると、このアカウント内で
モニターリングするリソースグループを選択できます。

• アカウントベースのアプリケーション。このオプションを選択すると、このアカウント内のすべて
のリソースをモニターリングできます。このオプションでは、アプリケーションのオンボーディ
ングプロセスが高速になるため、アカウント内のすべてのリソースをモニターリングする場合、リ
ソースグループベースのオプションよりもこのオプションを使用することをお勧めします。

Note

Application Insights では、リソースグループベースのモニターリングとアカウントベースの
モニターリングを組み合わせることはできません。アプリケーションのタイプを変更するに
は、モニターリング対象のすべてのアプリケーションを削除して、アプリケーションタイプ
を選択する必要があります。

モニターリングする最初のアプリケーションを追加すると、CloudWatch Application Insights によっ
てサービスにリンクされたロールがアカウントに作成されます。これにより、お客様に代わって他の 
AWS サービスを呼び出すアクセス許可が Application Insights に与えられます。Application Insights 
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によってアカウントに作成されるサービスにリンクされたロールについての詳細は、「CloudWatch 
Application Insights のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1217)」を参照してください。

3. Resource-based application monitoring

1. リソースグループを選択します。[Specify application details] (アプリケーションの詳細の指定) 
ページで、ドロップダウンリストからアプリケーションリソースを含む AWS リソースグルー
プを選択します。これらのリソースには、フロントエンドサーバー、ロードバランサー、Auto 
Scaling グループ、データベースサーバーが含まれます。

アプリケーション用のリソースグループをまだ作成していない場合は、[Create new resource 
group] (新しいリソースグループの作成) を選択して作成できます。リソースグループの作成に
ついての詳細は、AWS Resource Groups ユーザーガイドを参照してください。

2. CloudWatch Events のモニターリング。CloudWatch Events と Application Insights のモニター
リングを統合できるチェックボックスをオンにすると、Amazon EBS、Amazon EC2、AWS 
CodeDeploy、Amazon ECS、AWS Health APIs And Notifications、Amazon RDS、Amazon 
S3、および AWS Step Functions からのインサイトを取得できます。

3. AWS Systems Manager OpsCenter との統合。選択したアプリケーションで問題が検出され
た場合に通知を表示するには、[Generate Systems Manager OpsCenter OpsItems for remedial 
actions] (Systems Manager の OpsCenter OpsItems を生成して修復アクションを行う) チェッ
クボックスをオンにします。AWS リソースに関連するオペレーション作業項目 (OpsItems) を
解決するために実行されたオペレーションを追跡するには、SNS トピックの ARN を指定しま
す。

4. タグ ― オプション。CloudWatch Application Insights は、タグベースのリソースグループと 
CloudFormation ベースのリソースグループ (Auto Scaling グループを除く) の両方をサポート
しています。詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。

5. [Next] (次へ) をクリックします。

ARN は、アプリケーション用に次のフォーマットで生成されます。

arn:partition:applicationinsights:region:account-id:application/resource-
group/resource-group-name

例

arn:aws:applicationinsights:us-east-1:123456789012:application/resource-group/my-
resource-group

Account-based application monitoring

1. アプリケーション名。アカウントベースのアプリケーションの名前を入力します。
2. 新しいリソースの自動モニターリング。デフォルトでは、Application Insights では推奨設定が

使用され、アプリケーションのオンボーディング後にアカウントに追加されるリソースコン
ポーネントのモニターリングが設定されます。チェックボックスをオフにすると、アプリケー
ションのオンボーディング後に追加されるリソースのモニターリングを除外できます。

3. CloudWatch Events のモニターリング。CloudWatch Events と Application Insights のモニター
リングを統合できるチェックボックスをオンにすると、Amazon EBS、Amazon EC2、AWS 
CodeDeploy、Amazon ECS、AWS Health APIs And Notifications、Amazon RDS、Amazon 
S3、および AWS Step Functions からのインサイトを取得できます。

4. AWS Systems Manager OpsCenter との統合。選択したアプリケーションで問題が検出され
た場合に通知を表示するには、[Generate Systems Manager OpsCenter OpsItems for remedial 
actions] (Systems Manager の OpsCenter OpsItems を生成して修復アクションを行う) チェッ
クボックスをオンにします。AWS リソースに関連するオペレーション作業項目 (OpsItems) を
解決するために実行されたオペレーションを追跡するには、SNS トピックの ARN を指定しま
す。
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5. タグ ― オプション。CloudWatch Application Insights は、タグベースのリソースグループと 
CloudFormation ベースのリソースグループ (Auto Scaling グループを除く) の両方をサポート
しています。詳細については、「タグエディタの使用」を参照してください。

6. 検出されるリソース。アカウント内で検出されるすべてのリソースがこのリストに追加されま
す。Application Insights がアカウント内のリソースをすべて検出できない場合、ページ上部に
エラーメッセージが表示されます。このメッセージには、必要なアクセス許可を追加する方法
についてのドキュメント (p. 692)へのリンクが含まれます。

7. [Next] (次へ) をクリックします。

ARN は、アプリケーション用に次のフォーマットで生成されます。

arn:partition:applicationinsights:region:account-id:application/TBD/application-
name

例

arn:aws:applicationinsights:us-east-1:123456789012:application/TBD/my-application

4. アプリケーションのモニターリング設定を送信すると、アプリケーションの詳細ページが表示され、
[Application summary] (アプリケーションの概要)、[Monitored components] (モニターリングされて
いるコンポーネント) そして [Unmonitored components] (モニターリングされていないコンポーネン
ト) のリストを確認できます。また、[Components] (コンポーネント) の横にあるタブを選択すると、
[Configuration history] (設定履歴)、[Log patterns] (ログのパターン)、適応した [Tags] (タグ) を確認で
きます。

アプリケーションのインサイトを表示するには、[View Insights] (インサイトを表示する) をクリック
します。

[Edit] (編集)を選択すると、CloudWatch Events のモニターリングおよび AWS Systems Manager 
OpsCenter との統合に関する選択内容を更新できます。

[Components] (コンポーネント) の [Actions] (アクション) メニューを選択して、インスタンスグルー
プを作成、変更、またはグループ解除できます。

コンポーネントの横にある箇条書きから [Manage monitoring] (モニターリングの管理) を選択して、ア
プリケーション層、ロググループ、イベントログ、メトリクス、カスタムアラームなどのコンポーネ
ントのモニターリングを管理できます。

Amazon ECS および Amazon EKS リソースのモニターリングで Application Insights を有効にす
る

Application Insights を有効にして、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスを Container 
Insights コンソールからモニターリングできます。Application Insights は、次のリソースのモニターリング
をサポートしています。

• Amazon ECS クラスター
• Amazon ECS サービス
• Amazon ECS タスク
• Amazon EKS クラスター

Application Insights を有効にすると、推奨されるメトリクスとログが提供され、潜在的な問題が検出さ
れ、CloudWatch Events が生成されます。また、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービス
の自動ダッシュボードが作成されます。

695

https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/tag-editor.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
開始する

コンテナ化されたリソースの Application Insights は、Container Insights コンソールまたは Application 
Insights コンソールから有効にできます。

Container Insights コンソールから Application Insights を有効にする

Container Insights コンソール、Container Insights の [Performance monitoring] (パフォーマンスのモニ
ターリング) ダッシュボードで、[Auto-configure Application Insights] (アプリケーションインサイトの自動
設定) を選択します。Application Insights を有効にすると、検出された問題の詳細が表示されます。

Application Insights コンソールから Application Insights を有効にする

ECS クラスターがコンポーネントリストに表示されると、Application Insights では Container Insights に
よるコンテナのモニターリングが追加で自動的に有効になります。

EKS クラスターでは、Container Insights によるモニターリングを追加で有効にできます。これにより
コンテナにおける再起動の失敗などの診断情報が提供され、問題の特定と解決に役立てることができま
す。EKS 用に Container Insights を設定するには、追加の手順が必要です。詳細については「Amazon 
EKS と Kubernetes での Container Insights のセットアップ (p. 485)」を参照して、EKS で Container 
Insights を設定する手順をご覧ください。

Container Insights を使用した EKS での追加のモニターリングは、EKS を持つ Linux インスタンスでサ
ポートされています。

ECS および EKS クラスター向けの Container Insights のサポートについての詳細は、「Container Insights 
の使用 (p. 469)」を参照してください。

アプリケーションコンポーネントのモニターリングの無効化

アプリケーションコンポーネントのモニターリングを無効にするには、アプリケーションの詳細ページか
ら、モニターリングを無効にするコンポーネントを選択します。[Actions] (アクション)、[Remove from 
monitoring] (モニターリングから削除) の順に選択します。

アプリケーションの削除

アプリケーションを削除するには、CloudWatch ダッシュボードの左側のナビゲーションペインで、
[Insights] の下にある [Application Insights] を選択します。削除するアプリケーションを選択しま
す。[Actions] (アクション) から、[Delete application] (アプリケーションの削除) を選択します。これによ
り、モニターリングが削除され、アプリケーションコンポーネントのすべての保存済みモニターリングが
削除されます。アプリケーションリソースは削除されません。

コマンドラインを使用してモニターリングするアプリケーションをセットアッ
プ、設定、管理する

このセクションでは、AWS CLI および AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、モニターリング
用アプリケーションをセットアップ、設定、管理する手順について説明します。

コマンドラインを使用した手順
• アプリケーションの追加と管理  (p. 697)
• モニターリングの管理と更新 (p. 700)
• SQL Always On 可用性グループのモニターリングを設定する (p. 703)
• MySQL RDS のモニターリングを設定する (p. 705)
• MySQL EC2 のモニターリングを設定する (p. 706)
• PostgreSQL RDS のモニターリングを設定する (p. 706)
• PostgreSQL EC2 のモニターリングを設定する (p. 707)
• Oracle RDS のモニターリングを設定する (p. 707)
• Oracle EC2 のモニターリングを設定する (p. 708)
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アプリケーションの追加と管理

コマンドラインを使用して、Application Insights アプリケーションの追加、情報の取得、管理、設定を行
うことができます。

トピック
• アプリケーションを追加する (p. 697)
• アプリケーションを記述する (p. 697)
• アプリケーションのコンポーネントをリスト化する (p. 697)
• コンポーネントを記述する (p. 698)
• 類似したリソースをカスタムコンポーネントとしてグループ化する (p. 698)
• カスタムコンポーネントをグループ解除する (p. 699)
• アプリケーションを更新する (p. 699)
• カスタムコンポーネントを更新する (p. 699)

アプリケーションを追加する

AWS CLI を使用してアプリケーションを追加する

AWS CLI を使用して、リソースグループ名が my-resource-group のアプリケーションを追加し、作成
された opsItem が SNS トピック (ARN  arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic) に対し
配信されるように OpsCenter を有効化するには、次のコマンドを使用します。

aws application-insights create-application --resource-group-name my-resource-group --ops-
center-enabled --ops-item-sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してアプリケーションを追加する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、リソースグループ名が my-resource-group
のアプリケーションを追加し、作成された opsItem が SNS トピック ARN arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MyTopic に配信されるように OpsCenter を有効化するには、次のコマンドを
使用します。

New-CWAIApplication -ResourceGroupName my-resource-group -OpsCenterEnabled true -
OpsItemSNSTopicArn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic

アプリケーションを記述する

AWS CLI を使用してアプリケーションを記述する

AWS CLI を使用して、my-resource-group というリソースグループに作成されたアプリケーションを
記述するには、次のコマンドを使用します。

aws application-insights describe-application --resource-group-name my-resource-group

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してアプリケーションを記述する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、my-resource-group というリソースグループに作成
されたアプリケーションを記述するには、次のコマンドを使用します。

Get-CWAIApplication -ResourceGroupName my-resource-group

アプリケーションのコンポーネントをリスト化する

AWS CLI を使用してアプリケーションのコンポーネントを一覧表示する
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AWS CLI を使用して、my-resource-group というリソースグループで作成されたコンポーネントを一
覧表示するには、次のコマンドを使用します。

aws application-insights list-components --resource-group-name my-resource-group

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してアプリケーションのコンポーネントを一覧表示する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、my-resource-group というリソースグループで作成
されたコンポーネントを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

Get-CWAIComponentList -ResourceGroupName my-resource-group

コンポーネントを記述する

AWS CLI を使用してコンポーネントを記述する

次の AWS CLI コマンドを使用して、my-resource-group というリソースグループで作成されたアプリ
ケーションに属する my-component というコンポーネントを記述できます。

aws application-insights describe-component --resource-group-name my-resource-group --
component-name my-component

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してコンポーネントを記述する

次の AWS Tools for Windows PowerShell コマンドを使用して、my-resource-group というリソースグ
ループで作成されたアプリケーションに属する my-component というコンポーネントを記述できます。

Get-CWAIComponent -ComponentName my-component -ResourceGroupName my-resource-group

類似したリソースをカスタムコンポーネントとしてグループ化する

類似したリソース (.NET ウェブサーバーインスタンスなど) をカスタムコンポーネントとしてグループ化
することをお勧めします。これにより、オンボードが容易になり、モニターリングとインサイトが向上し
ます。現在、CloudWatch Application Insights は EC2 インスタンスのカスタムグループをサポートしてい
ます。

AWS CLI を使用してリソースをカスタムコンポーネントとしてグループ化するには

AWS CLI を使用して 3 つのインスタンス (arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/
i-11111、arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-22222 および
arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-33333) をグループ化し、リソースグルー
プ名 my-component で作成されたアプリケーション用としてカスタムコンポーネント my-resource-
group に含めるには、次のコマンドを使用します。

aws application-insights create-component --resource-group-name my-resource-group --
component-name my-component --resource-list arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/
i-11111 arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-22222 arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:instance/i-33333

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してリソースをカスタムコンポーネントとしてグループ化する
には

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して 3 つのインスタンス (arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:instance/i-11111、arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:instance/i-22222、および arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:instance/i-33333) をまとめて、my-component というリソースグループ
用に作成されたアプリケーションに対して my-resource-group というカスタムコンポーネントとして
グループ化するには、次のコマンドを使用します。
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New-CWAIComponent -ResourceGroupName my-resource-group -ComponentName my-component
 -ResourceList arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-11111,arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:instance/i-22222,arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-33333 

カスタムコンポーネントをグループ解除する

AWS CLI を使用してカスタムコンポーネントのグループ化を解除するには

AWS CLI を使用して、リソースグループ my-resource-group で作成したアプリケーションの my-
component という名前のカスタムコンポーネントのグループを解除するには、次のコマンドを使用しま
す。

aws application-insights delete-component --resource-group-name my-resource-group --
component-name my-new-component

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してカスタムコンポーネントのグループ化を解除するには

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、リソースグループ my-resource-group で作成したア
プリケーションの my-component という名前のカスタムコンポーネントのグループを解除するには、次
のコマンドを使用します。

Remove-CWAIComponent -ComponentName my-component -ResourceGroupName my-resource-group

アプリケーションを更新する

AWS CLI を使用してアプリケーションを更新する

AWS CLI を使用してアプリケーションを更新し、そのアプリケーションで検出された問題について 
AWS Systems Manager OpsCenter の OpsItems を生成し、作成された OpsItems を SNS トピック
arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic に関連付けるには、次のコマンドを使用します。

aws application-insights update-application --resource-group-name my-resource-group --ops-
center-enabled --ops-item-sns-topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してアプリケーションを更新する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してアプリケーションを更新し、そのアプリケーションで検出
された問題について AWS SSM OpsCenter の OpsItems を生成し、作成された OpsItems を SNS トピッ
ク arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic に関連付けるには、次のコマンドを使用しま
す。

Update-CWAIApplication -ResourceGroupName my-resource-group -OpsCenterEnabled true -
OpsItemSNSTopicArn arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic

カスタムコンポーネントを更新する

AWS CLI を使用してカスタムコンポーネントを更新する

AWS CLI を使用して、my-component という名前のカスタムコンポーネントを、新しいコンポーネント
名 my-new-component およびインスタンスの更新されたグループで更新するには、次のコマンドを使用
します。

aws application-insights update-component --resource-group-name my-resource-
group --component-name my-component --new-component-name my-new-component --
resource-list arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-44444 arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:instance/i-55555
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AWS Tools for Windows PowerShell を使用したカスタムコンポーネントを更新する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、my-component という名前のカスタムコンポーネント
を、新しいコンポーネント名 my-new-component およびインスタンスの更新されたグループで更新する
には、次のコマンドを使用します。

Update-CWAIComponent -ComponentName my-component -NewComponentName my-new-
component -ResourceGroupName my-resource-group -ResourceList arn:aws:ec2:us-
east-1:123456789012:instance/i-44444,arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-55555

モニターリングの管理と更新

コマンドラインを使用して Application Insights アプリケーションのモニターリングを管理および更新でき
ます。

トピック
• アプリケーションの問題をリスト化する (p. 700)
• アプリケーションの問題を記述する (p. 700)
• 問題に関連する異常やエラーを記述する (p. 701)
• アプリケーションの異常やエラーを記述する (p. 701)
• コンポーネントのモニターリング設定を記述する (p. 701)
• コンポーネントの推奨されるモニターリング設定を記述する (p. 702)
• コンポーネントのモニターリング設定を更新する (p. 702)
• 指定したリソースグループを Application Insights のモニターリングから削除する (p. 702)

アプリケーションの問題をリスト化する

AWS CLI を使用してアプリケーションに関する問題を一覧表示する

AWS CLI を使用して、my-resource-group というリソースグループで作成されたアプリケーションの 
Unix エポックから 1,000～10,000 ミリ秒の間で検出されたアプリケーションの問題をリストするには、次
のコマンドを使用します。

aws application-insights list-problems --resource-group-name my-resource-group --start-
time 1000 --end-time 10000

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してアプリケーションに関する問題をリストする

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、my-resource-group というリソースグループで作成
されたアプリケーションの Unix エポックから 1,000～10,000 ミリ秒の間で検出されたアプリケーション
の問題をリストするには、次のコマンドを使用します。

$startDate = "8/6/2019 3:33:00"
$endDate = "8/6/2019 3:34:00"
Get-CWAIProblemList -ResourceGroupName my-resource-group -StartTime $startDate -
EndTime $endDate

アプリケーションの問題を記述する

AWS CLI を使用してアプリケーションの問題を説明する

AWS CLI を使用して問題 ID p-1234567890 の問題を記述するには、次のコマンドを使用します。

aws application-insights describe-problem —problem-id p-1234567890

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してアプリケーションの問題を説明する
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AWS Tools for Windows PowerShell を使用して問題 ID p-1234567890 の問題を記述するには、次のコマ
ンドを使用します。

Get-CWAIProblem -ProblemId p-1234567890

問題に関連する異常やエラーを記述する

AWS CLI を使用して問題に関連する異常またはエラーを記述する

AWS CLI を使用して、問題 ID p-1234567890 を持つ問題に関連する異常またはエラーを記述するには、
次のコマンドを使用します。

aws application-insights describe-problem-observations --problem-id -1234567890

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、問題に関連する異常またはエラーを記述する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、問題 ID p-1234567890 を持つ問題に関連する異常また
はエラーを記述するには、次のコマンドを使用します。

Get-CWAIProblemObservation -ProblemId p-1234567890

アプリケーションの異常やエラーを記述する

AWS CLI を使用してアプリケーションの異常またはエラーを記述する

AWS CLI を使用して、監視 ID o-1234567890 を持つアプリケーションの異常またはエラーを記述するに
は、次のコマンドを使用します。

aws application-insights describe-observation —observation-id o-1234567890

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、アプリケーションの異常またはエラーを記述する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、監視 ID o-1234567890 を持つアプリケーションの異常
またはエラーを記述するには、次のコマンドを使用します。

Get-CWAIObservation -ObservationId o-1234567890

コンポーネントのモニターリング設定を記述する

AWS CLI を使用してコンポーネントのモニターリング設定を記述する

AWS CLI を使用して、リソースグループ my-resource-group で作成されたアプリケーションの my-
component というコンポーネントのモニターリング設定を記述するには、次のコマンドを使用します。

aws application-insights describe-component-configuration —resource-group-name my-resource-
group —component-name my-component

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、コンポーネントのモニターリング設定を記述する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、リソースグループ my-resource-group で作成された
アプリケーションの my-component というコンポーネントのモニターリング設定を記述するには、次の
コマンドを使用します。

Get-CWAIComponentConfiguration -ComponentName my-component -ResourceGroupName my-resource-
group

コンポーネント設定の詳細と JSON ファイルの例についての詳細は、「コンポーネント設定の作
業 (p. 709)」を参照してください。
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コンポーネントの推奨されるモニターリング設定を記述する

AWS CLI を使用して、コンポーネントの推奨モニターリング設定について記述する

コンポーネントが .NET ワーカーアプリケーションの一部である場合、AWS CLI を使用して、リソースグ
ループ my-resource-group で作成されたアプリケーションの my-component というコンポーネントの
推奨モニターリング設定を記述するには、次のコマンドを使用します。

aws application-insights describe-component-configuration-recommendation --resource-group-
name my-resource-group --component-name my-component --tier DOT_NET_WORKER

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してコンポーネントの推奨モニターリング設定について記述す
る

コンポーネントが .NET ワーカーアプリケーションの一部である場合、AWS Tools for Windows 
PowerShell を使用して、リソースグループ my-resource-group で作成されたアプリケーションの my-
component というコンポーネントの推奨モニターリング設定を記述するには、次のコマンドを使用しま
す。

Get-CWAIComponentConfigurationRecommendation -ComponentName my-component -
ResourceGroupName my-resource-group -Tier DOT_NET_WORKER

コンポーネント設定の詳細と JSON ファイルの例についての詳細は、「コンポーネント設定の作
業 (p. 709)」を参照してください。

コンポーネントのモニターリング設定を更新する

AWS CLI を使用してコンポーネントのモニターリング設定を更新する

AWS CLI を使用して、my-component というリソースグループで作成されたアプリケーションの my-
resource-group というコンポーネントを更新するには、次のコマンドを使用します。コマンドには、
以下のアクションが含まれます。

1. コンポーネントのモニターリングを有効にします。
2. コンポーネントの階層を .NET Worker に設定します。
3. コンポーネントの JSON 設定を更新して、ローカルファイル configuration.txt から読み取りま

す。

aws application-insights update-component-configuration --resource-group-name my-
resource-group --component-name my-component --tier DOT_NET_WORKER --monitor --component-
configuration "file://configuration.txt"

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してコンポーネントのモニターリング設定を更新する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、my-component というリソースグループで作成された
アプリケーションの my-resource-group というコンポーネントを更新するには、次のコマンドを使用
します。コマンドには、以下のアクションが含まれます。

1. コンポーネントのモニターリングを有効にします。
2. コンポーネントの階層を .NET Worker に設定します。
3. コンポーネントの JSON 設定を更新して、ローカルファイル configuration.txt から読み取りま

す。

[string]$config = Get-Content -Path configuration.txt
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Update-CWAIComponentConfiguration -ComponentName my-component -ResourceGroupName my-
resource-group -Tier DOT_NET_WORKER -Monitor 1 -ComponentConfiguration $config

コンポーネント設定の詳細と JSON ファイルの例についての詳細は、「コンポーネント設定の作
業 (p. 709)」を参照してください。

指定したリソースグループを Application Insights のモニターリングから削除する

AWS CLI を使用して指定されたリソースグループを Application Insights のモニターリングから削除する

AWS CLI を使用して、my-resource-group というリソースグループで作成されたアプリケーションを
モニターリングから削除するには、次のコマンドを使用します。

aws application-insights delete-application --resource-group-name my-resource-group

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して指定されたリソースグループを Application Insights のモニ
ターリングから削除する

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、my-resource-group というリソースグループで作成
されたアプリケーションをモニターリングから削除するには、次のコマンドを使用します。

Remove-CWAIApplication -ResourceGroupName my-resource-group

SQL Always On 可用性グループのモニターリングを設定する

1. SQL HA EC2 インスタンスを使用して、リソースグループのアプリケーションを作成します。

aws application-insights create-application ‐-region <REGION> ‐-resource-group-name 
   <RESOURCE_GROUP_NAME>

2. 新しいアプリケーションコンポーネントを作成して、SQL HA クラスターを表す EC2 インスタンスを
定義します。

aws application-insights create-component ‐-resource-group-name  
 "<RESOURCE_GROUP_NAME>" ‐-component-name SQL_HA_CLUSTER ‐-resource-list 
  "arn:aws:ec2:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:instance/<CLUSTER_INSTANCE_1_ID>" 
 "arn:aws:ec2:<REGION>:<ACCOUNT_ID>:instance/<CLUSTER_INSTANCE_2_ID>

3. SQL HA コンポーネントを設定します。

aws application-insights  update-component-configuration ‐-resource-group-name 
 "<RESOURCE_GROUP_NAME>" ‐-region <REGION> ‐-component-name "SQL_HA_CLUSTER" ‐-monitor 
 ‐-tier SQL_SERVER_ALWAYSON_AVAILABILITY_GROUP ‐-monitor  ‐-component-configuration '{ 
  "subComponents" : [ { 
    "subComponentType" : "AWS::EC2::Instance", 
    "alarmMetrics" : [ { 
      "alarmMetricName" : "CPUUtilization", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "StatusCheckFailed", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Processor % Processor Time", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Memory % Committed Bytes In Use", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Memory Available Mbytes", 
      "monitor" : true 
    }, { 
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      "alarmMetricName" : "Paging File % Usage", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "System Processor Queue Length", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Network Interface Bytes Total/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "PhysicalDisk % Disk Time", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Buffer Manager Buffer cache hit ratio", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Buffer Manager Page life expectancy", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:General Statistics Processes blocked", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:General Statistics User Connections", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Locks Number of Deadlocks/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:SQL Statistics Batch Requests/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica File Bytes Received/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Log Bytes Received/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Log remaining for undo", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Log Send Queue", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Mirrored Write Transaction/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Recovery Queue", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Redo Bytes Remaining", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Redone Bytes/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Total Log requiring undo", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Transaction Delay", 
      "monitor" : true 
    } ], 
    "windowsEvents" : [ { 
      "logGroupName" : "WINDOWS_EVENTS-Application-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "eventName" : "Application", 
      "eventLevels" : [ "WARNING", "ERROR", "CRITICAL", "INFORMATION" ], 
      "monitor" : true 
    }, { 
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      "logGroupName" : "WINDOWS_EVENTS-System-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "eventName" : "System", 
      "eventLevels" : [ "WARNING", "ERROR", "CRITICAL" ], 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "logGroupName" : "WINDOWS_EVENTS-Security-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "eventName" : "Security", 
      "eventLevels" : [ "WARNING", "ERROR", "CRITICAL" ], 
      "monitor" : true 
    } ], 
    "logs" : [ { 
      "logGroupName" : "SQL_SERVER_ALWAYSON_AVAILABILITY_GROUP-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "logPath" : "C:\\Program Files\\Microsoft SQL Server\\MSSQL**.MSSQLSERVER\\MSSQL\
\Log\\ERRORLOG", 
      "logType" : "SQL_SERVER", 
      "monitor" : true, 
      "encoding" : "utf-8" 
    } ] 
  }, { 
    "subComponentType" : "AWS::EC2::Volume", 
    "alarmMetrics" : [ { 
      "alarmMetricName" : "VolumeReadBytes", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeWriteBytes", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeReadOps", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeWriteOps", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeQueueLength", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeThroughputPercentage", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "BurstBalance", 
      "monitor" : true 
    } ] 
  } ]
}'

Note

Application Insights は、フェイルオーバーなどのクラスターアクティビティを検出するために、
アプリケーションイベントログ (情報レベル) を取り込む必要があります。

MySQL RDS のモニターリングを設定する

1. RDS MySQL データベースインスタンスを使用して、リソースグループのアプリケーションを作成しま
す。

aws application-insights create-application ‐-region <REGION> ‐-resource-group-name 
   <RESOURCE_GROUP_NAME>

2. エラーログはデフォルトで有効になります。スロークエリログは、データパラメータグループを使用し
て有効にできます。詳細については、「MySQL スロークエリと一般ログにアクセスする」を参照して
ください。
• set slow_query_log = 1
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• set log_output = FILE

3. モニターリングするログを CloudWatch Logs にエクスポートします。詳細については、「CloudWatch 
Logs への MySQL ログの発行」を参照してください。

4. MySQL RDS コンポーネントを設定します。

aws application-insights  update-component-configuration ‐-resource-group-name 
 "<RESOURCE_GROUP_NAME>" ‐-region <REGION> ‐-component-name "<DB_COMPONENT_NAME>" 
 ‐-monitor ‐-tier DEFAULT ‐-monitor  ‐-component-configuration "{\"alarmMetrics\":
[{\"alarmMetricName\":\"CPUUtilization\",\"monitor\":true}],\"logs\":[{\"logType\":
\"MYSQL\",\"monitor\":true},{\"logType\": \"MYSQL_SLOW_QUERY\",\"monitor\":false}]}"

MySQL EC2 のモニターリングを設定する

1. SQL HA EC2 インスタンスを使用して、リソースグループのアプリケーションを作成します。

aws application-insights create-application ‐-region <REGION> ‐-resource-group-name 
   <RESOURCE_GROUP_NAME>

2. エラーログはデフォルトで有効になります。スロークエリログは、データパラメータグループを使用し
て有効にできます。詳細については、「MySQL スロークエリと一般ログにアクセスする」を参照して
ください。
• set slow_query_log = 1

• set log_output = FILE

3. MySQL EC2 コンポーネントを設定します。

aws application-insights  update-component-configuration ‐-resource-group-name 
 "<RESOURCE_GROUP_NAME>" ‐-region <REGION> ‐-component-name "<DB_COMPONENT_NAME>" 
 ‐-monitor ‐-tier MYSQL ‐-monitor  ‐-component-configuration "{\"alarmMetrics\":
[{\"alarmMetricName\":\"CPUUtilization\",\"monitor\":true}],\"logs\":[{\"logGroupName
\":\"<UNIQUE_LOG_GROUP_NAME>\",\"logPath\":\"C:\\\\ProgramData\\\\MySQL\\\\MySQL Server 
 **\\\\Data\\\\<FILE_NAME>.err\",\"logType\":\"MYSQL\",\"monitor\":true,\"encoding\":
\"utf-8\"}]}"

PostgreSQL RDS のモニターリングを設定する

1. PostgreSQL RDS データベースインスタンスを使用して、リソースグループのアプリケーションを作成
します。

aws application-insights create-application ‐-region <REGION> ‐-resource-group-name 
   <RESOURCE_GROUP_NAME>

2. CloudWatch への PostgreSQL ログの公開は、デフォルトでは有効になっていません。モニターリング
を有効にするには、RDS コンソールを開き、モニターリングするデータベースを選択します。右上隅に
ある [Modify] (変更) を選択し、[PostgreSQL] ログというラベルの付いたチェックボックスをオンにしま
す。[Continue (続行)] を選択してこの設定を保存します。

3. PostgreSQL のログが CloudWatch にエクスポートされます。
4. PostgreSQL RDS コンポーネントを設定します。

aws application-insights update-component-configuration --region <REGION> --resource-
group-name <RESOURCE_GROUP_NAME> --component-name <DB_COMPONENT_NAME> --monitor --tier 
 DEFAULT --component-configuration  
"{ 
   \"alarmMetrics\":[ 
      { 
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         \"alarmMetricName\": \"CPUUtilization\", 
         \"monitor\": true 
      } 
   ], 
   \"logs\":[ 
      { 
         \"logType\": \"POSTGRESQL\", 
         \"monitor\": true 
      } 
   ]
}"

PostgreSQL EC2 のモニターリングを設定する

1. PostgreSQL EC2 インスタンスを使用して、リソースグループのアプリケーションを作成します。

aws application-insights create-application ‐-region <REGION> ‐-resource-group-name 
   <RESOURCE_GROUP_NAME>

2. PostgreSQL EC2 コンポーネントを設定します。

aws application-insights update-component-configuration ‐-region <REGION> ‐-resource-
group-name <RESOURCE_GROUP_NAME> ‐-component-name <DB_COMPONENT_NAME> ‐-monitor ‐-tier 
 POSTGRESQL ‐-component-configuration  
"{ 
   \"alarmMetrics\":[ 
      { 
         \"alarmMetricName\":\"CPUUtilization\", 
         \"monitor\":true 
      } 
   ], 
   \"logs\":[ 
      { 
         \"logGroupName\":\"<UNIQUE_LOG_GROUP_NAME>\", 
         \"logPath\":\"/var/lib/pgsql/data/log/\", 
         \"logType\":\"POSTGRESQL\", 
         \"monitor\":true, 
         \"encoding\":\"utf-8\" 
      } 
   ]
}"

Oracle RDS のモニターリングを設定する

1. Oracle RDS データベースインスタンスを使用して、リソースグループのアプリケーションを作成しま
す。

aws application-insights create-application ‐-region <REGION> ‐-resource-group-name 
   <RESOURCE_GROUP_NAME>

2. CloudWatch への Oracle ログの発行は、デフォルトでは有効になっていません。モニターリングを有
効にするには、RDS コンソールを開き、モニターリングするデータベースを選択します。右上隅にあ
る [Modify] (変更) を選択し、[Alert] (アラート) ログと [Listener] (リスナー) ログというラベルの付いた
チェックボックスをオンにします。[Continue (続行)] を選択してこの設定を保存します。

3. Oracle ログは CloudWatch にエクスポートされます。
4. Oracle RDS コンポーネントを設定します。
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aws application-insights update-component-configuration --region <REGION> --resource-
group-name <RESOURCE_GROUP_NAME> --component-name <DB_COMPONENT_NAME> --monitor --tier 
 DEFAULT --component-configuration  
"{ 
   \"alarmMetrics\":[ 
      { 
         \"alarmMetricName\": \"CPUUtilization\", 
         \"monitor\": true 
      } 
   ], 
   \"logs\":[ 
      { 
         \"logType\": \"ORACLE_ALERT\", 
         \"monitor\": true 
      }, 
      { 
         \"logType\": \"ORACLE_LISTENER\", 
         \"monitor\": true 
      } 
   ]
}"

Oracle EC2 のモニターリングを設定する

1. Oracle EC2 インスタンスを使用して、リソースグループのアプリケーションを作成します。

aws application-insights create-application ‐-region <REGION> ‐-resource-group-name 
   <RESOURCE_GROUP_NAME>

2. Oracle EC2 コンポーネントを設定します。

aws application-insights update-component-configuration ‐-region <REGION> ‐-resource-
group-name <RESOURCE_GROUP_NAME> ‐-component-name <DB_COMPONENT_NAME> ‐-monitor ‐-tier 
 ORACLE ‐-component-configuration  
"{ 
   \"alarmMetrics\":[ 
      { 
         \"alarmMetricName\":\"CPUUtilization\", 
         \"monitor\":true 
      } 
   ], 
   \"logs\":[ 
      { 
         \"logGroupName\":\"<UNIQUE_LOG_GROUP_NAME>\", 
         \"logPath\":\"/opt/oracle/diag/rdbms/*/*/trace\", 
         \"logType\":\"ORACLE_ALERT\", 
         \"monitor\":true, 
      }, 
      { 
         \"logGroupName\":\"<UNIQUE_LOG_GROUP_NAME>\", 
         \"logPath\":\"/opt/oracle/diag/tnslsnr/$HOSTNAME/listener/trace/\", 
         \"logType\":\"ORACLE_ALERT\", 
         \"monitor\":true, 
      } 
   ]
}"
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Application Insights CloudWatch Events と検出された問題の通知
CloudWatch Application Insights に追加したアプリケーションごとに、CloudWatch イベントがベストエ
フォートベースで以下のイベントに対して発行されます。

• 問題の作成。CloudWatch Application Insights が新しい問題を検出したときに発行されます。
• 詳細タイプ:  「Application Insights 問題が検出されました」
• 詳細:

• problemId: 検出された問題 ID。
• region: 問題が作成された AWS リージョン。
• resourceGroupName: 問題が検出された登録済みアプリケーションのリソースグループ。
• status: 問題のステータス。指定できるステータスと定義は次のとおりです。

• In progress: 新しい問題が確認されました。問題に関する監視結果を受信中です。
• Recovering: この問題は安定化されています。この状態になると、手動で問題を解決できます。
• Resolved: この問題は解決されました。この問題に関する新たな監視結果はありません。
• Recurring: この問題は過去 24 時間以内に解決されました。追加監視の結果、再開しました。

• severity: 問題の重大度。
• problemUrl: 問題のコンソール URL。

• 問題の更新。問題が新しい監視結果で更新されたとき、または既存の監視結果が更新されて問題が後で
更新されたときに発行されます。更新には、問題の解決や終了が含まれます。
• 詳細タイプ:  「Application Insights の問題が更新されました」
• 詳細:

• problemId: 作成された問題 ID
• region: 問題が作成された AWS リージョン。
• resourceGroupName: 問題が検出された登録済みアプリケーションのリソースグループ。
• status: 問題のステータス。
• severity: 問題の重大度。
• problemUrl: 問題のコンソール URL。

アプリケーションによって生成された問題イベントの通知を受信する方法

CloudWatch コンソールの左側のナビゲーションペインで、[イベント] の下の [ルール] を選択します。
[ルール] ページで、[ルールの作成] を選択します。[サービス名] ドロップダウンリストから [Amazon 
CloudWatch Application Insights] を選択し、[イベントタイプ] を選択します。次に、[ターゲットの追加] を
選択し、ターゲットとパラメータ (SNS トピックや Lambda 関数など) を選択します。

AWS Systems Manager を通じたアクション。CloudWatch Application Insights には、Systems Manager 
OpsCenter との統合が組み込まれています。アプリケーションにこの統合を使用する場合、アプリケー
ションで検出された問題ごとに OpsCenter コンソールに OpsItem が作成されます。OpsCenter コン
ソールから、CloudWatch Application Insights で検出された問題に関する要約情報を表示し、Systems 
Manager Automation ランブックを選択して修復アクションを実行したり、アプリケーションでリソースの
問題を引き起こしている Windows プロセスをさらに特定したりできます。

コンポーネント設定の作業
コンポーネント設定は、コンポーネントの設定を記述する JSON 形式のテキストファイルです。このセク
ションでは、テンプレートフラグメントの例、コンポーネント設定セクションの説明、コンポーネント設
定例を示します。

トピック
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• コンポーネント設定テンプレートのフラグメント (p. 710)
• コンポーネント設定セクション (p. 710)
• コンポーネント設定の例 (p. 717)

コンポーネント設定テンプレートのフラグメント
次の例では、JSON 形式のテンプレートのフラグメントを示しています。

{ 
  "alarmMetrics" : [ 
    list of alarm metrics 
  ], 
  "logs" : [ 
    list of logs 
  ], 
  "processes" : [ 
   list of processes 
  ], 
  "windowsEvents" : [ 
    list of windows events channels configurations 
  ], 
  "alarms" : [ 
    list of CloudWatch alarms 
  ], 
  "jmxPrometheusExporter": { 
    JMX Prometheus Exporter configuration 
  }, 
  "hanaPrometheusExporter": { 
      SAP HANA Prometheus Exporter configuration 
  }, 
  "haClusterPrometheusExporter": { 
      HA Cluster Prometheus Exporter configuration 
  }, 
  "netWeaverPrometheusExporter": { 
      SAP NetWeaver Prometheus Exporter configuration 
  }, 
  "subComponents" : [ 
    { 
      "subComponentType" : "AWS::EC2::Instance" ... 
      component nested instances configuration 
    }, 
    { 
      "subComponentType" : "AWS::EC2::Volume" ... 
      component nested volumes configuration 
    } 
  ]
}

コンポーネント設定セクション
コンポーネントの設定には、いくつかの主要なセクションがあります。コンポーネント設定のセクション
は、任意の順序でリストできます。

• alarmMetrics (オプション)

コンポーネントでモニターリングするメトリクス (p. 712)のリスト。すべてのコンポーネントタイプに 
alarmMetrics セクションを設定できます。

• logs (オプション)
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コンポーネントでモニターリングするログ (p. 712)のリスト。logs セクションは EC2 インスタンスの
みに設定できます。

• プロセス (オプション)

コンポーネントでモニターリングするプロセス (p. 714)のリスト。プロセスセクションは EC2 インス
タンスのみに設定できます。

• subComponents (オプション)

コンポーネントのネストされたインスタンスおよびボリューム subComponent 設定。次のタイプのコ
ンポーネントには、ネストされたインスタンスと subComponents セクションを含めることができま
す。ELB、ASG、カスタムグループ化された EC2 インスタンス、および EC2 インスタンス。

• アラーム（オプション）

コンポーネントでモニターリングするアラーム (p. 716)のリスト。すべてのコンポーネントタイプにア
ラームセクションを設定できます。

• windowsEvents (オプション)

コンポーネントでモニターリングする Windows イベント (p. 716)のリスト。EC2 インスタンスの 
Windows にのみ windowsEvents セクションがあります。

• JMXPrometheusExporter (オプション)

JMXPrometheus Exporter の設定。
• hanaPrometheusExporter (オプション)

SAP HANA Prometheus Exporter の設定。
• haClusterPrometheusExporter (オプション)

HA Cluster Prometheus Exporter の設定。
• netWeaverPrometheusExporter (オプション)

SAP NetWeaver Prometheus Exporter の設定。

次の例は、JSON 形式の subComponents セクションフラグメントの構文を示しています。

[ 
  { 
    "subComponentType" : "AWS::EC2::Instance", 
    "alarmMetrics" : [ 
       list of alarm metrics
    ], 
    "logs" : [ 
       list of logs
    ], 
    "processes": [ 
       list of processes
    ], 
    "windowsEvents" : [ 
       list of windows events channels configurations
    ] 
  }, 
  { 
    "subComponentType" : "AWS::EC2::Volume", 
    "alarmMetrics" : [ 
       list of alarm metrics
    ] 
  }
]
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コンポーネント設定セクションのプロパティ

このセクションでは、各コンポーネント設定セクションのプロパティについて説明します。

セクション
• メトリクス (p. 712)
• ログ (p. 712)
• プロセス (p. 714)
• JMX Prometheus Exporter (p. 714)
• HANA Prometheus Exporter (p. 714)
• HA Cluster Prometheus Exporter (p. 715)
• NetWeaver Prometheus Exporter (p. 715)
• Windows イベント (p. 716)
• アラーム (p. 716)

メトリクス

コンポーネントでモニターリングするメトリクスを定義します。

JSON

{ 
  "alarmMetricName" : "monitoredMetricName", 
  "monitor" : true/false
}

[Properties] (プロパティ)

• alarmMetricName (必須)

コンポーネントでモニターリングされるメトリクスの名前。Application Insights でサポートされるメ
トリクスについては、「Amazon CloudWatch Application Insights でサポートされるログとメトリク
ス (p. 789)」を参照してください。

• monitor (オプション)

メトリクスをモニターリングするかどうかを示すブール値。デフォルト値は、「true」です。

ログ

コンポーネントでモニターリングするログを定義します。

JSON

{ 
  "logGroupName" : "logGroupName", 
  "logPath" : "logPath", 
  "logType" : "logType", 
  "encoding" : "encodingType", 
  "monitor" : true/false
}

[Properties] (プロパティ)

• logGroupName (必須)
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モニターリングされたログに関連付けられる CloudWatch Logs グループ名。ロググループ名の制約につ
いては、「CreateLogGroup」を参照してください。

• logPath (EC2 インスタンスのコンポーネントでは必須、AWS Lambda などの CloudWatch エージェン
トを使用しないコンポーネントでは不要)

モニターリングするログのパス。ログパスは、Windows システムファイルの絶対パスである必要があり
ます。詳細については、「CloudWatch エージェント設定ファイル: ログセクション」を参照してくださ
い。

• logType (必須)

ログタイプは、Application Insights がログを分析するログパターンを決定します。ログの種類は以下か
ら選択します。
• SQL_SERVER

• MYSQL

• MYSQL_SLOW_QUERY

• POSTGRESQL

• ORACLE_ALERT

• ORACLE_LISTENER

• IIS

• APPLICATION

• WINDOWS_EVENTS

• WINDOWS_EVENTS_ACTIVE_DIRECTORY

• WINDOWS_EVENTS_DNS

• WINDOWS_EVENTS_IIS

• WINDOWS_EVENTS_SHAREPOINT

• SQL_SERVER_ALWAYSON_AVAILABILITY_GROUP

• SQL_SERVER_FAILOVER_CLUSTER_INSTANCE

• DEFAULT

• CUSTOM

• STEP_FUNCTION

• API_GATEWAY_ACCESS

• API_GATEWAY_EXECUTION

• SAP_HANA_LOGS

• SAP_HANA_TRACE

• SAP_HANA_HIGH_AVAILABILITY

• SAP_NETWEAVER_DEV_TRACE_LOGS

• PACEMAKER_HIGH_AVAILABILITY

• encoding (オプション)

モニターリングするログのエンコードのタイプ。指定するエンコードは、CloudWatch エージェントで
サポートされているエンコードのリストに含まれている必要があります。指定しない場合、CloudWatch 
Application Insights は、以下を除き、デフォルトのエンコーディング タイプ utf-8 を使用します。
• SQL_SERVER: UTF-16 エンコード
• IIS: ASCII エンコード

• monitor (オプション)

ログをモニターリングするかどうかを示すブール値。デフォルト値は、「true」です。713
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プロセス

コンポーネントでモニターリングするプロセスを定義します。

JSON

{ 
  "processName" : "monitoredProcessName", 
  "alarmMetrics" : [ 
       list of alarm metrics
  ]  
}

[Properties] (プロパティ)

• processName (必須)

コンポーネントでモニターリングされるプロセスの名前。プロセスの名前には、sqlservr または
sqlservr.exe のようなプロセスステムを含めることはできません。

• alarmMetric (必須)

このプロセスをモニターするメトリクス (p. 712)のリスト。CloudWatch Application Insights でサポー
トされるプロセスメトリクスを表示するには、「 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)  (p. 792)」を
参照してください。

JMX Prometheus Exporter

JMX Prometheus Exporter の設定を定義します。

JSON

"JMXPrometheusExporter": { 
  "jmxURL" : "JMX URL", 
  "hostPort" : "The host and port", 
  "prometheusPort" : "Target port to emit Prometheus metrics"
}

[Properties] (プロパティ)

• jmxURL (オプション)

接続する完全な JMX URL。
• hostPort (オプション)

リモート JMX 経由で接続するホストとポート。jmxURL と hostPort のいずれかのみを指定できま
す。

• prometheusPort (オプション)

Prometheus メトリクスを送信するターゲットポート。指定しない場合は、デフォルトのポート 9404 が
使用されます。

HANA Prometheus Exporter

HANA Prometheus Exporter の設定を定義します。

JSON
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"hanaPrometheusExporter": { 
    "hanaSid": "SAP HANA  SID", 
    "hanaPort": "HANA database port", 
    "hanaSecretName": "HANA secret name", 
    "prometheusPort": "Target port to emit Prometheus metrics"
}

[Properties] (プロパティ)

• hanaSid

SAP HANA システムの 3 文字の SAP システム ID (SID)。
• hanaPort

エクスポーターが HANA メトリクスをクエリするために使用する HANA データベースのポート。
• hanaSecretName

HANA のモニターリングにおけるユーザー認証情報を格納する AWS Secrets Manager シークレッ
ト。HANA Prometheus Exporter では、これらの認証情報を使用してデータベースに接続し、HANA メ
トリクスをクエリします。

• prometheusPort (オプション)

Prometheus によるメトリクスの送信先となるターゲットポート。指定しない場合は、デフォルトの
ポート 9668 が使用されます。

HA Cluster Prometheus Exporter

HA Cluster Prometheus Exporter の設定を定義します。

JSON

"haClusterPrometheusExporter": { 
    "prometheusPort": "Target port to emit Prometheus metrics"
}

[Properties] (プロパティ)

• prometheusPort (オプション)

Prometheus によるメトリクスの送信先となるターゲットポート。指定しない場合は、デフォルトの
ポート 9664 が使用されます。

NetWeaver Prometheus Exporter

NetWeaver Prometheus Exporter の設定を定義します。

JSON

"netWeaverPrometheusExporter": { 
    "sapSid": "SAP NetWeaver  SID", 
    "instanceNumbers": [ "Array of instance Numbers of SAP NetWeaver system "],
"prometheusPort": "Target port to emit Prometheus metrics"
}

[Properties] (プロパティ)

• sapSid
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SAP Netweaver システムの 3 文字の SAP システム ID (SID)。
• instanceNumbers

SAP NetWeaver システムのインスタンス番号の配列。

例: "instanceNumbers": [ "00", "01"]
• prometheusPort (オプション)

Prometheus メトリクスの送信先となるターゲットポート。指定しない場合、デフォルトのポート 9680
が使用されます。

Windows イベント

ログに記録する Windows イベントを定義します。

JSON

{ 
  "logGroupName" : "logGroupName", 
  "eventName" : "eventName", 
  "eventLevels" : ["ERROR","WARNING","CRITICAL","INFORMATION","VERBOSE"], 
  "monitor" : true/false
}

[Properties] (プロパティ)

• logGroupName (必須)

モニターリングされたログに関連付けられる CloudWatch Logs グループ名。ロググループ名の制約につ
いては、「CreateLogGroup」を参照してください。

• eventName (必須)

ログ記録する Windows イベントのタイプ。これは Windows イベントログのチャネル名と同等です。た
とえば、System、Security、CustomEventName などです。このフィールドは、ログ記録する Windows 
イベントのタイプごとに必要です。

• eventLevels (必須)

ログ記録するイベントのレベル。ログ記録する各レベルを指定する必要があります。指定できる値に
は、INFORMATION、WARNING、ERROR、CRITICALおよび VERBOSE などがあります。このフィールド
は、ログ記録する Windows イベントのタイプごとに必要です。

• monitor (オプション)

ログをモニターリングするかどうかを示すブール値。デフォルト値は、「true」です。

アラーム

コンポーネントでモニターリングする CloudWatch アラームを定義します。

JSON

{ 
  "alarmName" : "monitoredAlarmName", 
  "severity" : HIGH/MEDIUM/LOW
}

[Properties] (プロパティ)
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• alarmName（必須）

コンポーネントでモニターリングする CloudWatch アラームの名前。
• 重大度（オプション）

アラームが鳴ったときの停止の程度を示します。

コンポーネント設定の例
以下の例は、関連するサービスの JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

コンポーネント設定の例
• Amazon DynamoDB テーブル (p. 718)
• Amazon EC2 Auto Scaling (ASG) (p. 718)
• Amazon EKS クラスター (p. 719)
• Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンス (p. 722)
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) (p. 724)
• Amazon ECS サービス (p. 726)
• Amazon ECS タスク (p. 729)
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) (p. 730)
• Amazon FSx (p. 731)
• Amazon Relational Database Service (RDS) Aurora MySQL (p. 732)
• Amazon Relational Database Service (RDS) インスタンス (p. 732)
• Amazon Route 53 ヘルスチェック (p. 732)
• Amazon Route 53 ホストゾーン (p. 733)
• Amazon Route 53 Resolver エンドポイント (p. 734)
• Amazon Route 53 Resolver クエリログ記録の設定 (p. 734)
• Amazon S3 バケット (p. 734)
• Amazon Simple Queue Service (SQS) (p. 735)
• Amazon SNS トピック (p. 735)
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) (p. 735)
• Amazon VPC ネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイ (p. 736)
• API Gateway REST API ステージ (p. 736)
• Application Elastic Load Balancing (p. 736)
• AWS Lambda 関数 (p. 737)
• AWS Network Firewall ルールグループ (p. 738)
• AWS Network Firewall ルールグループ関連付け (p. 738)
• AWS Step Functions (p. 738)
• カスタマーグループ化された Amazon EC2 インスタンス (p. 739)
• Elastic Load Balancing (p. 740)
• Java (p. 741)
• Amazon EC2 での Kubernetes (p. 741)
• RDS MariaDB と RDS MySQL (p. 744)
• RDS Oracle (p. 744)
• RDS PostgreSQL (p. 744)
• Amazon EC2 での SAP HANA (p. 745)
• Amazon EC2 での SAP HANA High Availability (p. 746)
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• Amazon EC2 での SAP NetWeaver (p. 747)
• Amazon EC2 での SAP Netweaver High Availability (p. 749)
• SQL Always On 可用性グループ (p. 750)
• SQL フェイルオーバークラスターインスタンス (p. 753)

Amazon DynamoDB テーブル
次の例は、Amazon DynamoDB テーブル用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "SystemErrors", 
      "monitor": false 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "UserErrors", 
      "monitor": false 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "ConsumedReadCapacityUnits", 
      "monitor": false 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "ConsumedWriteCapacityUnits", 
      "monitor": false 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "ReadThrottleEvents", 
      "monitor": false 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "WriteThrottleEvents", 
      "monitor": false 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "ConditionalCheckFailedRequests", 
      "monitor": false 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "TransactionConflict", 
      "monitor": false 
    } 
  ], 
  "logs": []
}

Amazon EC2 Auto Scaling (ASG)
次の例は、Amazon EC2 Auto Scaling (ASG) 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
    "alarmMetrics" : [ 
      { 
        "alarmMetricName" : "CPUCreditBalance" 
      }, { 
        "alarmMetricName" : "EBSIOBalance%" 
      } 
    ], 
    "subComponents" : [ 
      { 
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        "subComponentType" : "AWS::EC2::Instance", 
        "alarmMetrics" : [ 
          { 
            "alarmMetricName" : "CPUUtilization" 
          }, { 
            "alarmMetricName" : "StatusCheckFailed" 
          } 
        ], 
        "logs" : [ 
          { 
            "logGroupName" : "my_log_group", 
            "logPath" : "C:\\LogFolder\\*", 
            "logType" : "APPLICATION" 
          } 
        ], 
        "processes" : [ 
          { 
            "processName" : "my_process", 
            "alarmMetrics" : [ 
              { 
                  "alarmMetricName" : "procstat cpu_usage", 
                  "monitor" : true 
              }, { 
                  "alarmMetricName" : "procstat memory_rss", 
                  "monitor" : true 
              } 
          ] 
      } 
  ], 
        "windowsEvents" : [ 
          { 
            "logGroupName" : "my_log_group_2", 
            "eventName" : "Application", 
            "eventLevels" : [ "ERROR", "WARNING", "CRITICAL" ] 
          } 
        ] 
      }, { 
        "subComponentType" : "AWS::EC2::Volume", 
        "alarmMetrics" : [ 
          { 
            "alarmMetricName" : "VolumeQueueLength" 
          }, { 
            "alarmMetricName" : "BurstBalance" 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
    "alarms" : [ 
      { 
        "alarmName" : "my_asg_alarm", 
        "severity" : "LOW" 
      } 
    ] 
  }

Amazon EKS クラスター

次の例は、Amazon EKS クラスター用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
    "alarmMetrics":[ 
       { 
          "alarmMetricName": "cluster_failed_node_count", 
          "monitor":true 
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       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "node_cpu_reserved_capacity", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "node_cpu_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "node_filesystem_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "node_memory_reserved_capacity", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "node_memory_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "node_network_total_bytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "pod_cpu_reserved_capacity", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "pod_cpu_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "pod_cpu_utilization_over_pod_limit", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "pod_memory_reserved_capacity", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "pod_memory_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "pod_memory_utilization_over_pod_limit", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "pod_network_rx_bytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName": "pod_network_tx_bytes", 
          "monitor":true 
       } 
    ], 
    "logs":[ 
       { 
          "logGroupName": "/aws/containerinsights/kubernetes/application", 
          "logType":"APPLICATION", 
          "monitor":true, 
          "encoding":"utf-8" 
       } 
    ], 
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    "subComponents":[ 
       { 
          "subComponentType":"AWS::EC2::Instance", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"CPUUtilization", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"StatusCheckFailed", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"disk_used_percent", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"mem_used_percent", 
                "monitor":true 
             } 
          ], 
          "logs":[ 
             { 
                "logGroupName":"APPLICATION-KubernetesClusterOnEC2-IAD", 
                "logPath":"", 
                "logType":"APPLICATION", 
                "monitor":true, 
                "encoding":"utf-8" 
             } 
          ], 
          "processes" : [ 
            { 
                "processName" : "my_process", 
                "alarmMetrics" : [ 
                    { 
                        "alarmMetricName" : "procstat cpu_usage", 
                        "monitor" : true 
                    }, { 
                        "alarmMetricName" : "procstat memory_rss", 
                        "monitor" : true 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
          "windowsEvents":[ 
             { 
                "logGroupName":"my_log_group_2", 
                "eventName":"Application", 
                "eventLevels":[ 
                   "ERROR", 
                   "WARNING", 
                   "CRITICAL" 
                ], 
                "monitor":true 
             } 
          ] 
       }, 
       { 
          "subComponentType":"AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"CPUCreditBalance", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"EBSIOBalance%", 
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                "monitor":true 
             } 
          ] 
       }, 
       { 
          "subComponentType":"AWS::EC2::Volume", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeReadBytes", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeWriteBytes", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeReadOps", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeWriteOps", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeQueueLength", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"BurstBalance", 
                "monitor":true 
             } 
          ] 
       } 
    ] 
 }

Note

• AWS::EC2::Instance、AWS::EC2::Volume、AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
の subComponents セクションは、EC2 起動タイプで実行されている Amazon EKS クラス
ターにのみ適用されます。

• subComponents の AWS::EC2::Instance の windowsEvents セクションは、Amazon EC2 
インスタンスで実行されている Windows にのみ適用されます。

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) インスタンス

次の例は、Amazon EC2 インスタンス用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

Important

Amazon EC2 インスタンスが stopped 状態になった場合、モニターリングから削除されま
す。running 状態に戻ったら、CloudWatch Application Insights コンソールの [Application 
details] (アプリケーションの詳細) ページの [Unmonitored components] (モニターリング対象では
ないコンポーネント) リストに追加されます。アプリケーションで新しいリソースの自動モニター
リングが有効になっている場合、インスタンスは [Monitored components] (モニターリング対象コ
ンポーネント) に追加されます。ただし、ログとメトリクスは、ワークロードのデフォルトに設定
されます。以前のログとメトリクスの設定は保存されません。

{ 
    "alarmMetrics" : [ 
      { 
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        "alarmMetricName" : "CPUUtilization", 
        "monitor" : true 
      }, { 
        "alarmMetricName" : "StatusCheckFailed" 
      } 
    ], 
    "logs" : [ 
      { 
        "logGroupName" : "my_log_group", 
        "logPath" : "C:\\LogFolder\\*", 
        "logType" : "APPLICATION", 
        "monitor" : true 
      }, 
      { 
        "logGroupName" : "my_log_group_2", 
        "logPath" : "C:\\LogFolder2\\*", 
        "logType" : "IIS", 
        "encoding" : "utf-8" 
      } 
    ], 
    "processes" : [ 
        { 
            "processName" : "my_process", 
            "alarmMetrics" : [ 
                { 
                    "alarmMetricName" : "procstat cpu_usage", 
                    "monitor" : true 
                }, { 
                    "alarmMetricName" : "procstat memory_rss", 
                    "monitor" : true 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "windowsEvents" : [ 
      { 
        "logGroupName" : "my_log_group_3", 
        "eventName" : "Application", 
        "eventLevels" : [ "ERROR", "WARNING", "CRITICAL" ], 
        "monitor" : true 
      }, { 
        "logGroupName" : "my_log_group_4", 
        "eventName" : "System", 
        "eventLevels" : [ "ERROR", "WARNING", "CRITICAL" ], 
        "monitor" : true 
    }], 
     "alarms" : [ 
      { 
        "alarmName" : "my_instance_alarm_1", 
        "severity" : "HIGH" 
      }, 
      { 
        "alarmName" : "my_instance_alarm_2", 
        "severity" : "LOW" 
      } 
    ], 
     "subComponents" : [ 
     { 
       "subComponentType" : "AWS::EC2::Volume", 
       "alarmMetrics" : [ 
       { 
         "alarmMetricName" : "VolumeQueueLength", 
         "monitor" : "true" 
       }, 
       { 
         "alarmMetricName" : "VolumeThroughputPercentage", 
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         "monitor" : "true" 
       }, 
       { 
         "alarmMetricName" : "BurstBalance", 
         "monitor" : "true" 
       } 
    }] 
  }

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

次の例は、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示し
ています。

{ 
    "alarmMetrics":[ 
       { 
          "alarmMetricName":"CpuUtilized", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"MemoryUtilized", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"NetworkRxBytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"NetworkTxBytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"RunningTaskCount", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"PendingTaskCount", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"StorageReadBytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"StorageWriteBytes", 
          "monitor":true 
       } 
    ], 
    "logs":[ 
       { 
          "logGroupName":"/ecs/my-task-definition", 
          "logType":"APPLICATION", 
          "monitor":true 
       } 
    ], 
    "subComponents":[ 
       { 
          "subComponentType":"AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"HTTPCode_Backend_4XX", 
                "monitor":true 
             }, 
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             { 
                "alarmMetricName":"HTTPCode_Backend_5XX", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"Latency", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"SurgeQueueLength", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"UnHealthyHostCount", 
                "monitor":true 
             } 
          ] 
       }, 
       { 
          "subComponentType":"AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"HTTPCode_Target_4XX_Count", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"HTTPCode_Target_5XX_Count", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"TargetResponseTime", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"UnHealthyHostCount", 
                "monitor":true 
             } 
          ] 
       }, 
       { 
          "subComponentType":"AWS::EC2::Instance", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"CPUUtilization", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"StatusCheckFailed", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"disk_used_percent", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"mem_used_percent", 
                "monitor":true 
             } 
          ], 
          "logs":[ 
             { 
                "logGroupName":"my_log_group", 
                "logPath":"/mylog/path", 
                "logType":"APPLICATION", 
                "monitor":true 
             } 
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          ], 
          "processes" : [ 
             { 
                "processName" : "my_process", 
                "alarmMetrics" : [ 
                    { 
                        "alarmMetricName" : "procstat cpu_usage", 
                        "monitor" : true 
                    }, { 
                        "alarmMetricName" : "procstat memory_rss", 
                        "monitor" : true 
                    } 
                 ] 
             } 
          ], 
          "windowsEvents":[ 
             { 
                "logGroupName":"my_log_group_2", 
                "eventName":"Application", 
                "eventLevels":[ 
                   "ERROR", 
                   "WARNING", 
                   "CRITICAL" 
                ], 
                "monitor":true 
             } 
          ] 
       }, 
       { 
          "subComponentType":"AWS::EC2::Volume", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeQueueLength", 
                "monitor":"true" 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeThroughputPercentage", 
                "monitor":"true" 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"BurstBalance", 
                "monitor":"true" 
             } 
          ] 
       } 
    ] 
 }

Note

• AWS::EC2::Instance および AWS::EC2::Volumeの subComponents セクションは、EC2 
起動タイプで実行されている ECS サービスまたは ECS タスクを持つ Amazon ECS クラス
ターにのみ適用されます。

• subComponents の AWS::EC2::Instance の windowsEvents セクションは、Amazon EC2 
インスタンスで実行されている Windows にのみ適用されます。

Amazon ECS サービス

次の例は、Amazon ECS サービス用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
    "alarmMetrics":[ 
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       { 
          "alarmMetricName":"CPUUtilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"MemoryUtilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"CpuUtilized", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"MemoryUtilized", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"NetworkRxBytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"NetworkTxBytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"RunningTaskCount", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"PendingTaskCount", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"StorageReadBytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"StorageWriteBytes", 
          "monitor":true 
       } 
    ], 
    "logs":[ 
       { 
          "logGroupName":"/ecs/my-task-definition", 
          "logType":"APPLICATION", 
          "monitor":true 
       } 
    ], 
    "subComponents":[ 
       { 
          "subComponentType":"AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"HTTPCode_Backend_4XX", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"HTTPCode_Backend_5XX", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"Latency", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"SurgeQueueLength", 

727



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
コンポーネント設定の作業

                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"UnHealthyHostCount", 
                "monitor":true 
             } 
          ] 
       }, 
       { 
          "subComponentType":"AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"HTTPCode_Target_4XX_Count", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"HTTPCode_Target_5XX_Count", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"TargetResponseTime", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"UnHealthyHostCount", 
                "monitor":true 
             } 
          ] 
       }, 
       { 
          "subComponentType":"AWS::EC2::Instance", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"CPUUtilization", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"StatusCheckFailed", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"disk_used_percent", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"mem_used_percent", 
                "monitor":true 
             } 
          ], 
          "logs":[ 
             { 
                "logGroupName":"my_log_group", 
                "logPath":"/mylog/path", 
                "logType":"APPLICATION", 
                "monitor":true 
             } 
          ], 
          "processes" : [ 
             { 
                "processName" : "my_process", 
                "alarmMetrics" : [ 
                { 
                    "alarmMetricName" : "procstat cpu_usage", 
                    "monitor" : true 
                }, { 
                    "alarmMetricName" : "procstat memory_rss", 
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                    "monitor" : true 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
          "windowsEvents":[ 
             { 
                "logGroupName":"my_log_group_2", 
                "eventName":"Application", 
                "eventLevels":[ 
                   "ERROR", 
                   "WARNING", 
                   "CRITICAL" 
                ], 
                "monitor":true 
             } 
          ] 
       }, 
       { 
          "subComponentType":"AWS::EC2::Volume", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeQueueLength", 
                "monitor":"true" 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeThroughputPercentage", 
                "monitor":"true" 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"BurstBalance", 
                "monitor":"true" 
             } 
          ] 
       } 
    ] 
 }

Note

• AWS::EC2::Instance および AWS::EC2::Volume の subComponents セクションは、EC2 
起動タイプで実行されている Amazon ECS にのみ適用されます。

• subComponents の AWS::EC2::Instance の windowsEvents セクションは、Amazon EC2 
インスタンスで実行されている Windows にのみ適用されます。

Amazon ECS タスク

次の例は、Amazon ECS タスク用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
    "logs":[ 
       { 
          "logGroupName":"/ecs/my-task-definition", 
          "logType":"APPLICATION", 
          "monitor":true 
       } 
    ], 
    "processes" : [ 
        { 
            "processName" : "my_process", 
            "alarmMetrics" : [ 
                { 
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                    "alarmMetricName" : "procstat cpu_usage", 
                    "monitor" : true 
                }, { 
                    "alarmMetricName" : "procstat memory_rss", 
                    "monitor" : true 
                } 
            ] 
        } 
    ] 
 }

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

次の例は、Amazon EFS 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
   "alarmMetrics": [ 
     { 
       "alarmMetricName": "BurstCreditBalance", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "PercentIOLimit", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "PermittedThroughput", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "MeteredIOBytes", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "TotalIOBytes", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "DataWriteIOBytes", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "DataReadIOBytes", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "MetadataIOBytes", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "ClientConnections", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "TimeSinceLastSync", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "Throughput", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "PercentageOfPermittedThroughputUtilization", 
       "monitor": true 
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     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "ThroughputIOPS", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "PercentThroughputDataReadIOBytes", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "PercentThroughputDataWriteIOBytes", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "PercentageOfIOPSDataReadIOBytes", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "PercentageOfIOPSDataWriteIOBytes", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "AverageDataReadIOBytesSize", 
       "monitor": true 
     }, 
     { 
       "alarmMetricName": "AverageDataWriteIOBytesSize", 
       "monitor": true 
     } 
   ], 
   "logs": [ 
    { 
    "logGroupName": "/aws/efs/utils", 
    "logType": "EFS_MOUNT_STATUS", 
    "monitor": true, 
    } 
   ] 
 }

Amazon FSx

次の例は、Amazon FSx 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "DataReadBytes", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "DataWriteBytes", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "DataReadOperations", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "DataWriteOperations", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "MetadataOperations", 
      "monitor": true 
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    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "FreeStorageCapacity", 
      "monitor": true 
    } 
  ]
}

Amazon Relational Database Service (RDS) Aurora MySQL

次の例は、Amazon RDS Aurora MySQL 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "CPUUtilization", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "CommitLatency", 
      "monitor": true 
    } 
  ], 
  "logs": [ 
    { 
      "logType": "MYSQL", 
      "monitor": true, 
    }, 
    { 
      "logType": "MYSQL_SLOW_QUERY", 
      "monitor": false 
    } 
  ]
}

Amazon Relational Database Service (RDS) インスタンス

次の例は、Amazon RDS インスタンス用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics" : [ 
    { 
      "alarmMetricName" : "BurstBalance", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "WriteThroughput", 
      "monitor" : false 
    } 
  ], 

  "alarms" : [ 
    { 
      "alarmName" : "my_rds_instance_alarm", 
      "severity" : "MEDIUM" 
    } 
  ]
}

Amazon Route 53 ヘルスチェック

次の例は、Amazon Route 53 ヘルスチェック用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。
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{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "ChildHealthCheckHealthyCount", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "ConnectionTime", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "HealthCheckPercentageHealthy", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "HealthCheckStatus", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "SSLHandshakeTime", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "TimeToFirstByte", 
      "monitor": true 
    } 
  ]   
}

Amazon Route 53 ホストゾーン

次の例は、Amazon Route 53 ホストゾーン用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "DNSQueries", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "DNSSECInternalFailure", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "DNSSECKeySigningKeysNeedingAction", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "DNSSECKeySigningKeyMaxNeedingActionAge", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "DNSSECKeySigningKeyAge", 
      "monitor": true 
    } 
  ], 
  "logs": [ 
    { 
      "logGroupName":"/hosted-zone/logs", 
      "logType": "ROUTE53_DNS_PUBLIC_QUERY_LOGS", 
      "monitor": true 
    } 
  ]
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}

Amazon Route 53 Resolver エンドポイント
次の例は、Amazon Route 53 Resolver エンドポイント用の JSON 形式のコンポーネント設定を示してい
ます。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "EndpointHealthyENICount", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "EndpointUnHealthyENICount", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "InboundQueryVolume", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "OutboundQueryVolume", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "OutboundQueryAggregateVolume", 
      "monitor": true 
    } 
  ]   
}

Amazon Route 53 Resolver クエリログ記録の設定
次の例は、Amazon Route 53 Resolver クエリログ記録設定用の JSON 形式のコンポーネント設定を示し
ています。

{ 
  "logs": [ 
    { 
      "logGroupName": "/resolver-query-log-config/logs", 
      "logType": "ROUTE53_RESOLVER_QUERY_LOGS", 
      "monitor": true 
    } 
  ]   
}

Amazon S3 バケット
次の例は、Amazon S3 バケット用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
    "alarmMetrics" : [ 
        { 
            "alarmMetricName" : "ReplicationLatency", 
            "monitor" : true 
        }, { 
            "alarmMetricName" : "5xxErrors", 
            "monitor" : true 
        }, { 
            "alarmMetricName" : "BytesDownloaded" 
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            "monitor" : true 
        } 
    ]
}

Amazon Simple Queue Service (SQS)
次の例は、Amazon Simple Queue Service 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics" : [ 
    { 
      "alarmMetricName" : "ApproximateAgeOfOldestMessage" 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "NumberOfEmptyReceives" 
    } 
  ], 
  "alarms" : [ 
    { 
      "alarmName" : "my_sqs_alarm", 
      "severity" : "MEDIUM" 
    } 
  ]
}

Amazon SNS トピック
次の例は、Amazon SNS トピック用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "NumberOfNotificationsFailed", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "NumberOfNotificationsFilteredOut-InvalidAttributes", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "NumberOfNotificationsFilteredOut-NoMessageAttributes", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "NumberOfNotificationsFailedToRedriveToDlq", 
      "monitor": true 
    } 
  ]
}

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
次の例は、Amazon VPC 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "NetworkAddressUsage", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
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      "alarmMetricName": "NetworkAddressUsagePeered", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "VPCFirewallQueryVolume", 
      "monitor": true 
    } 
  ]
}

Amazon VPC ネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイ
次の例は、NAT ゲートウェイ用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "ErrorPortAllocation", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "IdleTimeoutCount", 
      "monitor": true 
    } 
  ]
}

API Gateway REST API ステージ
次の例は、API Gateway REST API ステージ用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{  
     "alarmMetrics" : [  
         { 
             "alarmMetricName" : "4XXError",    
             "monitor" : true 
         },  
         { 
             "alarmMetricName" : "5XXError",    
             "monitor" : true 
         }  
     ], 
    "logs" : [ 
        {  
            "logType" : "API_GATEWAY_EXECUTION",    
            "monitor" : true   
        }, 
        {  
            "logType" : "API_GATEWAY_ACCESS",    
            "monitor" : true   
        }, 
    ]
}

Application Elastic Load Balancing
次の例は、Application Elastic Load Balancing 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "ActiveConnectionCount", 
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    }, { 
      "alarmMetricName": "TargetResponseTime" 
    } 
  ],   
  "subComponents": [ 
    { 
      "subComponentType": "AWS::EC2::Instance", 
      "alarmMetrics": [ 
        { 
          "alarmMetricName": "CPUUtilization", 
        }, { 
          "alarmMetricName": "StatusCheckFailed" 
        } 
      ], 
      "logs": [ 
        { 
          "logGroupName": "my_log_group", 
          "logPath": "C:\\LogFolder\\*", 
          "logType": "APPLICATION", 
        } 
      ], 
      "windowsEvents": [ 
        { 
          "logGroupName": "my_log_group_2", 
          "eventName": "Application", 
          "eventLevels": [ "ERROR", "WARNING", "CRITICAL" ] 
        } 
      ] 
    }, { 
      "subComponentType": "AWS::EC2::Volume", 
      "alarmMetrics": [ 
        { 
          "alarmMetricName": "VolumeQueueLength", 
        }, { 
          "alarmMetricName": "BurstBalance" 
        } 
      ] 
    } 
  ], 

  "alarms": [ 
    { 
      "alarmName": "my_alb_alarm", 
      "severity": "LOW" 
    } 
  ]
}

AWS Lambda 関数

次の例は、AWS Lambda 機能用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "Errors", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "Throttles", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "IteratorAge", 
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      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "Duration", 
      "monitor": true 
    } 
  ], 
  "logs": [ 
    { 
      "logType": "DEFAULT", 
      "monitor": true 
    } 
  ]
}

AWS Network Firewall ルールグループ
次の例は、AWS Network Firewall ルールグループ用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "FirewallRuleGroupQueryVolume", 
      "monitor": true 
    } 
  ]
}

AWS Network Firewall ルールグループ関連付け
次の例は、AWS Network Firewall ルールグループ関連付け用の JSON 形式のコンポーネント設定を示して
います。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "FirewallRuleGroupQueryVolume", 
      "monitor": true 
    } 
  ]
}

AWS Step Functions
次の例は、AWS Step Functions 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "ExecutionsFailed", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "LambdaFunctionsFailed", 
      "monitor": true 
    }, 
    { 
      "alarmMetricName": "ProvisionedRefillRate", 
      "monitor": true 
    } 
  ], 
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  "logs": [ 
    { 
     "logGroupName": "/aws/states/HelloWorld-Logs", 
      "logType": "STEP_FUNCTION", 
      "monitor": true, 
    } 
  ]
}

カスタマーグループ化された Amazon EC2 インスタンス

次の例は、カスタマーグループ化された Amazon EC2 インスタンス用の JSON 形式のコンポーネント設
定を示しています。

{ 
    "subComponents": [ 
      { 
        "subComponentType": "AWS::EC2::Instance", 
        "alarmMetrics": [ 
          { 
            "alarmMetricName": "CPUUtilization", 
          },  
          { 
            "alarmMetricName": "StatusCheckFailed" 
          } 
        ], 
        "logs": [ 
          { 
            "logGroupName": "my_log_group", 
            "logPath": "C:\\LogFolder\\*", 
            "logType": "APPLICATION", 
          } 
        ], 
        "processes": [ 
            { 
                "processName": "my_process", 
                "alarmMetrics": [ 
                    { 
                        "alarmMetricName": "procstat cpu_usage", 
                        "monitor": true 
                    }, { 
                        "alarmMetricName": "procstat memory_rss", 
                        "monitor": true 
                    } 
                ] 
            } 
        ], 
        "windowsEvents": [ 
          { 
            "logGroupName": "my_log_group_2", 
            "eventName": "Application", 
            "eventLevels": [ "ERROR", "WARNING", "CRITICAL" ] 
          } 
        ] 
      }, { 
        "subComponentType": "AWS::EC2::Volume", 
        "alarmMetrics": [ 
          { 
            "alarmMetricName": "VolumeQueueLength", 
          }, { 
            "alarmMetricName": "BurstBalance" 
          } 
        ] 
      } 
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    ], 
    "alarms": [ 
      { 
        "alarmName": "my_alarm", 
        "severity": "MEDIUM" 
      } 
    ] 
  }

Elastic Load Balancing

次の例は、Elastic Load Balancing 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
    "alarmMetrics": [ 
      { 
        "alarmMetricName": "EstimatedALBActiveConnectionCount" 
      }, { 
        "alarmMetricName": "HTTPCode_Backend_5XX" 
      } 
    ], 
    "subComponents": [ 
      { 
        "subComponentType": "AWS::EC2::Instance", 
        "alarmMetrics": [ 
          { 
            "alarmMetricName": "CPUUtilization" 
          }, { 
            "alarmMetricName": "StatusCheckFailed" 
          } 
        ], 
        "logs": [ 
          { 
            "logGroupName": "my_log_group", 
            "logPath": "C:\\LogFolder\\*", 
            "logType": "APPLICATION" 
          } 
        ], 
        "processes": [ 
          { 
            "processName": "my_process", 
            "alarmMetrics": [ 
                { 
                  "alarmMetricName": "procstat cpu_usage", 
                  "monitor": true 
                }, { 
                  "alarmMetricName": "procstat memory_rss", 
                  "monitor": true 
                } 
              ] 
          } 
        ], 
        "windowsEvents": [ 
          { 
            "logGroupName": "my_log_group_2", 
            "eventName": "Application", 
            "eventLevels": [ "ERROR", "WARNING", "CRITICAL" ], 
            "monitor": true 
          } 
        ] 
      }, { 
        "subComponentType": "AWS::EC2::Volume", 
        "alarmMetrics": [ 
          { 
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            "alarmMetricName": "VolumeQueueLength" 
          }, { 
            "alarmMetricName": "BurstBalance" 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
   
    "alarms": [ 
      { 
        "alarmName": "my_elb_alarm", 
        "severity": "HIGH" 
      } 
    ] 
  }

Java
次の例は、Java 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ { 
    "alarmMetricName": "java_lang_threading_threadcount", 
    "monitor": true 
  }, 
  { 
    "alarmMetricName": "java_lang_memory_heapmemoryusage_used", 
    "monitor": true 
  }, 
  { 
    "alarmMetricName": "java_lang_memory_heapmemoryusage_committed", 
    "monitor": true 
  }], 
  "logs": [ ], 
  "JMXPrometheusExporter": { 
      "hostPort": "8686", 
      "prometheusPort": "9404" 
  }
}

Note

Application Insights は、Prometheus JMX Exporter の認証の設定をサポートしていません。認証
の設定方法については、Prometheus JMX Exporter の設定例をご参照ください。

Amazon EC2 での Kubernetes
次の例は、Amazon EC2 での Kubernetes 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
    "alarmMetrics":[ 
       { 
          "alarmMetricName":"cluster_failed_node_count", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"node_cpu_reserved_capacity", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"node_cpu_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
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       { 
          "alarmMetricName":"node_filesystem_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"node_memory_reserved_capacity", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"node_memory_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"node_network_total_bytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"pod_cpu_reserved_capacity", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"pod_cpu_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"pod_cpu_utilization_over_pod_limit", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"pod_memory_reserved_capacity", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"pod_memory_utilization", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"pod_memory_utilization_over_pod_limit", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"pod_network_rx_bytes", 
          "monitor":true 
       }, 
       { 
          "alarmMetricName":"pod_network_tx_bytes", 
          "monitor":true 
       } 
    ], 
    "logs":[ 
       { 
          "logGroupName":"/aws/containerinsights/kubernetes/application", 
          "logType":"APPLICATION", 
          "monitor":true, 
          "encoding":"utf-8" 
       } 
    ], 
    "subComponents":[ 
       { 
          "subComponentType":"AWS::EC2::Instance", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"CPUUtilization", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
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                "alarmMetricName":"StatusCheckFailed", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"disk_used_percent", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"mem_used_percent", 
                "monitor":true 
             } 
          ], 
          "logs":[ 
             { 
                "logGroupName":"APPLICATION-KubernetesClusterOnEC2-IAD", 
                "logPath":"", 
                "logType":"APPLICATION", 
                "monitor":true, 
                "encoding":"utf-8" 
             } 
          ], 
          "processes" : [ 
            { 
                "processName" : "my_process", 
                "alarmMetrics" : [ 
                    { 
                        "alarmMetricName" : "procstat cpu_usage", 
                        "monitor" : true 
                    }, { 
                        "alarmMetricName" : "procstat memory_rss", 
                        "monitor" : true 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
       }, 
       { 
          "subComponentType":"AWS::EC2::Volume", 
          "alarmMetrics":[ 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeReadBytes", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeWriteBytes", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeReadOps", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeWriteOps", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"VolumeQueueLength", 
                "monitor":true 
             }, 
             { 
                "alarmMetricName":"BurstBalance", 
                "monitor":true 
             } 
          ] 
       } 
    ] 
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 }

RDS MariaDB と RDS MySQL
次の例は、RDS MariaDB と RDS MySQL 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "CPUUtilization", 
      "monitor": true 
    } 
  ], 
  "logs": [ 
    { 
      "logType": "MYSQL", 
      "monitor": true, 
    }, 
    { 
      "logType": "MYSQL_SLOW_QUERY", 
      "monitor": false 
    } 
  ]
}

RDS Oracle
次の例は、RDS Oracle 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "CPUUtilization", 
      "monitor": true 
    } 
  ], 
  "logs": [ 
    { 
      "logType": "ORACLE_ALERT", 
      "monitor": true, 
    }, 
    { 
      "logType": "ORACLE_LISTENER", 
      "monitor": false 
    } 
  ]
}

RDS PostgreSQL
次の例は、RDS PostgreSQL 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "alarmMetrics": [ 
    { 
      "alarmMetricName": "CPUUtilization", 
      "monitor": true 
    } 
  ], 
  "logs": [ 
    { 
      "logType": "POSTGRESQL", 
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      "monitor": true 
    } 
  ]
}

Amazon EC2 での SAP HANA

次の例は、Amazon EC2 での SAP HANA 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "subComponents": [ 
    { 
      "subComponentType": "AWS::EC2::Instance", 
      "alarmMetrics": [ 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_server_startup_time_variations_seconds", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_level_5_alerts_count", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_level_4_alerts_count", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_out_of_memory_events_count", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_max_trigger_read_ratio_percent", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_table_allocation_limit_used_percent", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_cpu_usage_percent", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_plan_cache_hit_ratio_percent", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_last_data_backup_age_days", 
          "monitor": true 
        } 
      ], 
      "logs": [ 
        { 
          "logGroupName": "SAP_HANA_TRACE-my-resourge-group", 
          "logPath": "/usr/sap/HDB/HDB00/*/trace/*.trc", 
          "logType": "SAP_HANA_TRACE", 
          "monitor": true, 
          "encoding": "utf-8" 
        }, 
        { 
          "logGroupName": "SAP_HANA_LOGS-my-resource-group", 
          "logPath": "/usr/sap/HDB/HDB00/*/trace/*.log", 
          "logType": "SAP_HANA_LOGS", 
          "monitor": true, 
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          "encoding": "utf-8" 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "hanaPrometheusExporter": { 
    "hanaSid": "HDB", 
    "hanaPort": "30013", 
    "hanaSecretName": "HANA_DB_CREDS", 
    "prometheusPort": "9668" 
  }
}

Amazon EC2 での SAP HANA High Availability

次の例は、Amazon EC2 での SAP HANA High Availability 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示して
います。

{ 
  "subComponents": [ 
    { 
      "subComponentType": "AWS::EC2::Instance", 
      "alarmMetrics": [ 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_server_startup_time_variations_seconds", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_level_5_alerts_count", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_level_4_alerts_count", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "hanadb_out_of_memory_events_count", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "ha_cluster_pacemaker_stonith_enabled", 
          "monitor": true 
        } 
      ], 
      "logs": [ 
        { 
          "logGroupName": "SAP_HANA_TRACE-my-resourge-group", 
          "logPath": "/usr/sap/HDB/HDB00/*/trace/*.trc", 
          "logType": "SAP_HANA_TRACE", 
          "monitor": true, 
          "encoding": "utf-8" 
        }, 
        { 
          "logGroupName": "SAP_HANA_HIGH_AVAILABILITY-my-resource-group", 
          "logPath": "/var/log/pacemaker/pacemaker.log", 
          "logType": "SAP_HANA_HIGH_AVAILABILITY", 
          "monitor": true, 
          "encoding": "utf-8" 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "hanaPrometheusExporter": { 
    "hanaSid": "HDB", 
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    "hanaPort": "30013", 
    "hanaSecretName": "HANA_DB_CREDS", 
    "prometheusPort": "9668" 
  }, 
  "haClusterPrometheusExporter": { 
    "prometheusPort": "9664" 
  }
}

Amazon EC2 での SAP NetWeaver

次の例は、Amazon EC2 での SAP Netweaver 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "subComponents": [ 
    { 
      "subComponentType": "AWS::EC2::Instance", 
      "alarmMetrics": [ 
        { 
          "alarmMetricName": "CPUUtilization", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "StatusCheckFailed", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "disk_used_percent", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "mem_used_percent", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_ResponseTime", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_ResponseTimeDialog", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_ResponseTimeDialogRFC", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_DBRequestTime", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_LongRunners", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_AbortedJobs", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_BasisSystem", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_Database", 
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          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_Security", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_System", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_QueueTime", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_Availability", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_start_service_processes", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_dispatcher_queue_now", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_dispatcher_queue_max", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_enqueue_server_locks_max", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_enqueue_server_locks_now", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_enqueue_server_locks_state", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_enqueue_server_replication_state", 
          "monitor": true 
        } 
      ], 
      "logs": [ 
        { 
          "logGroupName": "SAP_NETWEAVER_DEV_TRACE_LOGS-NetWeaver-ML4", 
          "logPath": "/usr/sap/ML4/*/work/dev_w*", 
          "logType": "SAP_NETWEAVER_DEV_TRACE_LOGS", 
          "monitor": true, 
          "encoding": "utf-8" 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "netWeaverPrometheusExporter": { 
    "sapSid": "ML4", 
    "instanceNumbers": [ 
      "00", 
      "11" 
    ], 
    "prometheusPort": "9680" 
  }
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}

Amazon EC2 での SAP Netweaver High Availability

次の例は、Amazon EC2 での SAP Netweaver High Availability 用の JSON 形式のコンポーネント設定を示
しています。

{ 
  "subComponents": [ 
    { 
      "subComponentType": "AWS::EC2::Instance", 
      "alarmMetrics": [ 
        { 
          "alarmMetricName": "ha_cluster_corosync_ring_errors", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "ha_cluster_pacemaker_fail_count", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_HA_check_failover_config_state", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_HA_get_failover_config_HAActive", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_AbortedJobs", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_Availability", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_BasisSystem", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_DBRequestTime", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_Database", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_FrontendResponseTime", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_LongRunners", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_QueueTime", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_ResponseTime", 
          "monitor": true 
        }, 
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        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_ResponseTimeDialog", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_ResponseTimeDialogRFC", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_Security", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_Shortdumps", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_SqlError", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_alerts_System", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_enqueue_server_replication_state", 
          "monitor": true 
        }, 
        { 
          "alarmMetricName": "sap_start_service_processes", 
          "monitor": true 
        } 
      ], 
      "logs": [ 
        { 
          "logGroupName": "SAP_NETWEAVER_DEV_TRACE_LOGS-NetWeaver-PR1", 
          "logPath": "/usr/sap/<SID>/D*/work/dev_w*", 
          "logType": "SAP_NETWEAVER_DEV_TRACE_LOGS", 
          "monitor": true, 
          "encoding": "utf-8" 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "haClusterPrometheusExporter": { 
    "prometheusPort": "9664" 
  }, 
  "netWeaverPrometheusExporter": { 
    "sapSid": "PR1", 
    "instanceNumbers": [ 
      "11", 
      "12" 
    ], 
    "prometheusPort": "9680" 
  }
}

SQL Always On 可用性グループ

次の例は、SQL Always On 可用性グループ用の JSON 形式のコンポーネント設定を示しています。

{ 
  "subComponents" : [ { 
    "subComponentType" : "AWS::EC2::Instance", 
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    "alarmMetrics" : [ { 
      "alarmMetricName" : "CPUUtilization", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "StatusCheckFailed", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Processor % Processor Time", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Memory % Committed Bytes In Use", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Memory Available Mbytes", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Paging File % Usage", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "System Processor Queue Length", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Network Interface Bytes Total/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "PhysicalDisk % Disk Time", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Buffer Manager Buffer cache hit ratio", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Buffer Manager Page life expectancy", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:General Statistics Processes blocked", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:General Statistics User Connections", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Locks Number of Deadlocks/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:SQL Statistics Batch Requests/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica File Bytes Received/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Log Bytes Received/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Log remaining for undo", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Log Send Queue", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Mirrored Write Transaction/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Recovery Queue", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Redo Bytes Remaining", 
      "monitor" : true 
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    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Redone Bytes/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Total Log requiring undo", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "SQLServer:Database Replica Transaction Delay", 
      "monitor" : true 
    } ], 
    "windowsEvents" : [ { 
      "logGroupName" : "WINDOWS_EVENTS-Application-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "eventName" : "Application", 
      "eventLevels" : [ "WARNING", "ERROR", "CRITICAL", "INFORMATION" ], 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "logGroupName" : "WINDOWS_EVENTS-System-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "eventName" : "System", 
      "eventLevels" : [ "WARNING", "ERROR", "CRITICAL" ], 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "logGroupName" : "WINDOWS_EVENTS-Security-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "eventName" : "Security", 
      "eventLevels" : [ "WARNING", "ERROR", "CRITICAL" ], 
      "monitor" : true 
    } ], 
    "logs" : [ { 
      "logGroupName" : "SQL_SERVER_ALWAYSON_AVAILABILITY_GROUP-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "logPath" : "C:\\Program Files\\Microsoft SQL Server\\MSSQL**.MSSQLSERVER\\MSSQL\\Log
\\ERRORLOG", 
      "logType" : "SQL_SERVER", 
      "monitor" : true, 
      "encoding" : "utf-8" 
    } ] 
  }, { 
    "subComponentType" : "AWS::EC2::Volume", 
    "alarmMetrics" : [ { 
      "alarmMetricName" : "VolumeReadBytes", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeWriteBytes", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeReadOps", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeWriteOps", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeQueueLength", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeThroughputPercentage", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "BurstBalance", 
      "monitor" : true 
    } ] 
  } ]
}   
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SQL フェイルオーバークラスターインスタンス
次の例は、SQL フェールオーバークラスターインスタンス用の JSON 形式のコンポーネント設定を示して
います。

{ 
  "subComponents" : [ { 
    "subComponentType" : "AWS::EC2::Instance", 
    "alarmMetrics" : [ { 
      "alarmMetricName" : "CPUUtilization", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "StatusCheckFailed", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Processor % Processor Time", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Memory % Committed Bytes In Use", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Memory Available Mbytes", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Paging File % Usage", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "System Processor Queue Length", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Network Interface Bytes Total/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "PhysicalDisk % Disk Time", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Bytes Received/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Normal Messages Queue Length/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Urgent Message Queue Length/se", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Reconnect Count", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Unacknowledged Message Queue Length/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Messages Outstanding", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Messages Sent/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Database Update Messages/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Update Messages/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Flushes/sec", 
      "monitor" : true 
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    }, { 
      "alarmMetricName" : "Crypto Checkpoints Saved/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Crypto Checkpoints Restored/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Registry Checkpoints Restored/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Registry Checkpoints Saved/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Cluster API Calls/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Resource API Calls/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Cluster Handles/sec", 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "alarmMetricName" : "Resource Handles/sec", 
      "monitor" : true 
    } ], 
    "windowsEvents" : [ { 
      "logGroupName" : "WINDOWS_EVENTS-Application-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "eventName" : "Application", 
      "eventLevels" : [ "WARNING", "ERROR", "CRITICAL"], 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "logGroupName" : "WINDOWS_EVENTS-System-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "eventName" : "System", 
      "eventLevels" : [ "WARNING", "ERROR", "CRITICAL", "INFORMATION" ], 
      "monitor" : true 
    }, { 
      "logGroupName" : "WINDOWS_EVENTS-Security-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "eventName" : "Security", 
      "eventLevels" : [ "WARNING", "ERROR", "CRITICAL" ], 
      "monitor" : true 
    } ], 
    "logs" : [ { 
      "logGroupName" : "SQL_SERVER_FAILOVER_CLUSTER_INSTANCE-<RESOURCE_GROUP_NAME>", 
      "logPath" : "\\\\amznfsxjmzbykwn.mydomain.aws\\SQLDB\\MSSQL**.MSSQLSERVER\\MSSQL\\Log
\\ERRORLOG", 
      "logType" : "SQL_SERVER", 
      "monitor" : true, 
      "encoding" : "utf-8" 
    } ] 
  }, { 
    "subComponentType" : "AWS::EC2::Volume", 
    "alarmMetrics" : [ { 
      "alarmMetricName" : "VolumeReadBytes", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeWriteBytes", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeReadOps", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeWriteOps", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeQueueLength", 
      "monitor" : true 
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    }, { 
    "alarmMetricName" : "VolumeThroughputPercentage", 
      "monitor" : true 
    }, { 
    "alarmMetricName" : "BurstBalance", 
      "monitor" : true 
    } ] 
  } ]
}   

CloudFormation テンプレートを使用して CloudWatch 
Application Insights モニターリングを作成および設定
する
AWS CloudFormation テンプレートから、主要メトリクスやテレメトリを含む Application Insights モニ
ターリングをアプリケーション、データベース、ウェブサーバーに追加できます。

このセクションでは、Application Insights モニターリングの作成および設定に役立つサンプル AWS 
CloudFormation テンプレートを JSON 形式と YAML 形式の両方で提供しています。

AWS CloudFormation ユーザーガイドの Application Insights リソースとプロパティのリファレンスを表示
するには、ApplicationInsights リソースタイプのリファレンスを参照してください。

サンプルテンプレート
• AWS CloudFormation スタック全体の Application Insights アプリケーションを作成する (p. 755)
• 詳細な設定を使用した Application Insights アプリケーションの作成  (p. 757)
• CUSTOM モードのコンポーネント設定を使用した Application Insights アプリケーションの作

成 (p. 759)
• DEFAULT モードのコンポーネント設定を使用した Application Insights アプリケーションの作

成 (p. 762)
• DEFAULT_WITH_OVERWRITE モードのコンポーネント設定を使用した Application Insights アプリ

ケーションの作成 (p. 762)

AWS CloudFormation スタック全体の Application Insights アプリ
ケーションを作成する
次のテンプレートを適用するには、AWS リソースと、それらのリソースをモニターリングする 
Application Insights アプリケーションの作成元となる 1 つ以上の Resource Groups を作成する必要があり
ます。詳細については、「AWS Resource Groups の開始方法」を参照してください。

次のテンプレートの最初の 2 つの部分は、リソースとリソースグループを指定します。テンプレートの最
後の部分では、リソースグループの Application Insights アプリケーションを作成しますが、アプリケー
ションの設定やモニターリングの適用は行いません。詳細については、Amazon CloudWatch Application 
Insights API リファレンスの CreateApplication コマンドの詳細を参照してください。

JSON 形式のテンプレート

{ 
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Description": "Test Resource Group stack", 
    "Resources": { 
        "EC2Instance": { 
            "Type": "AWS::EC2::Instance", 
            "Properties": { 
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                "ImageId" : "ami-abcd1234efgh5678i", 
                "SecurityGroupIds" : ["sg-abcd1234"] 
            } 
        }, 
        ... 
        "ResourceGroup": { 
            "Type": "AWS::ResourceGroups::Group", 
            "Properties": { 
                "Name": "my_resource_group" 
            } 
        }, 
        "AppInsightsApp": { 
            "Type": "AWS::ApplicationInsights::Application", 
            "Properties": { 
                "ResourceGroupName": "my_resource_group" 
            }, 
            "DependsOn" : "ResourceGroup" 
        } 
    }
}

YAML 形式のテンプレート

---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Test Resource Group stack
Resources: 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: ami-abcd1234efgh5678i
      SecurityGroupIds: 
      - sg-abcd1234
  ... 
  ResourceGroup: 
    Type: AWS::ResourceGroups::Group 
    Properties: 
      Name: my_resource_group
  AppInsightsApp: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: my_resource_group
    DependsOn: ResourceGroup

次のテンプレートセクションでは、デフォルトのモニターリング設定を Application Insights アプリケー
ションに適用します。詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの
CreateApplication コマンドの詳細を参照してください。

AutoConfigurationEnabled を true に設定すると、アプリケーションのすべてのコンポー
ネントが、DEFAULT アプリケーション層の推奨モニターリング設定を使用して設定されます。こ
れらの設定と層の詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの
「DescribeComponentConfigurationRecommendation」と「UpdateComponentConfiguration」を参照して
ください。

JSON 形式のテンプレート

{ 
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Description": "Test Application Insights Application stack", 
    "Resources": { 
        "AppInsightsApp": { 
            "Type": "AWS::ApplicationInsights::Application", 
            "Properties": { 
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                "ResourceGroupName": "my_resource_group", 
                "AutoConfigurationEnabled": true 
            } 
        } 
    }
}

YAML 形式のテンプレート

---
AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Test Application Insights Application stack
Resources: 
  AppInsightsApp: 
    Type: AWS::ApplicationInsights::Application 
    Properties: 
      ResourceGroupName: my_resource_group
      AutoConfigurationEnabled: true

詳細な設定を使用した Application Insights アプリケーションの作
成
次のテンプレートは、これらのアクションを実行します。

• CloudWatch Events 通知と OpsCenter が有効な Application Insights アプリケーションを作成します。詳
細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの CreateApplication コマン
ドの詳細を参照してください。

• アプリケーションに 2 つのタグを付けます。そのうちの 1 つにはタグ値がありません。詳細について
は、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの「TagResource」を参照してくださ
い。

• 2 つのカスタムインスタンスグループコンポーネントを作成します。詳細については、Amazon 
CloudWatch Application Insights API リファレンスの「CreateComponent」を参照してください。

• 2 つのログパターンセットを作成します。詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights 
API リファレンスの「CreateLogPattern」を参照してください。

• AutoConfigurationEnabled を true に設定します。これにより、アプリケーショ
ンのすべてのコンポーネントが、DEFAULT 層で推奨されるモニターリング設定で構成さ
れます。詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの
「DescribeComponentConfigurationRecommendation」を参照してください。

JSON 形式のテンプレート

{ 
    "Type": "AWS::ApplicationInsights::Application", 
    "Properties": { 
        "ResourceGroupName": "my_resource_group", 
        "CWEMonitorEnabled": true, 
        "OpsCenterEnabled": true, 
        "OpsItemSNSTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my_topic", 
        "AutoConfigurationEnabled": true, 
        "Tags": [ 
            { 
                "Key": "key1", 
                "Value": "value1" 
            }, 
            { 
                "Key": "key2", 
                "Value": "" 
            } 
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        ], 
        "CustomComponents": [ 
            { 
                "ComponentName": "test_component_1", 
                "ResourceList": [ 
                    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1234efgh5678i" 
                ] 
            }, 
            { 
                "ComponentName": "test_component_2", 
                "ResourceList": [ 
                    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1234efgh5678i", 
                    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1234efgh5678i" 
                ] 
            } 
        ], 
        "LogPatternSets": [ 
            { 
                "PatternSetName": "pattern_set_1", 
                "LogPatterns": [ 
                    { 
                        "PatternName": "deadlock_pattern", 
                        "Pattern": ".*\\sDeadlocked\\sSchedulers(([^\\w].*)|($))", 
                        "Rank": 1 
                    } 
                ]     
            }, 
            { 
                "PatternSetName": "pattern_set_2", 
                "LogPatterns": [ 
                    { 
                        "PatternName": "error_pattern", 
                        "Pattern": ".*[\\s\\[]ERROR[\\s\\]].*", 
                        "Rank": 1 
                    }, 
                    { 
                        "PatternName": "warning_pattern", 
                        "Pattern": ".*[\\s\\[]WARN(ING)?[\\s\\]].*", 
                        "Rank": 10 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
    }
}

YAML 形式のテンプレート

---
Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties: 
  ResourceGroupName: my_resource_group
  CWEMonitorEnabled: true 
  OpsCenterEnabled: true 
  OpsItemSNSTopicArn: arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:my_topic
  AutoConfigurationEnabled: true 
  Tags: 
  - Key: key1
    Value: value1
  - Key: key2
    Value: '' 
  CustomComponents: 
  - ComponentName: test_component_1
    ResourceList: 
    - arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1234efgh5678i
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  - ComponentName: test_component_2 
    ResourceList: 
    - arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1234efgh5678i
    - arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1234efgh5678i
  LogPatternSets: 
  - PatternSetName: pattern_set_1 
    LogPatterns: 
    - PatternName: deadlock_pattern 
      Pattern: ".*\\sDeadlocked\\sSchedulers(([^\\w].*)|($))" 
      Rank: 1 
  - PatternSetName: pattern_set_2 
    LogPatterns: 
    - PatternName: error_pattern 
      Pattern: ".*[\\s\\[]ERROR[\\s\\]].*" 
      Rank: 1 
    - PatternName: warning_pattern 
      Pattern: ".*[\\s\\[]WARN(ING)?[\\s\\]].*" 
      Rank: 10

CUSTOM モードのコンポーネント設定を使用した Application 
Insights アプリケーションの作成
次のテンプレートは、これらのアクションを実行します。

• Application Insights アプリケーションを作成します。詳細については、Amazon CloudWatch Application 
Insights API リファレンスの「CreateApplication」を参照してください。

• Component my_component は ComponentConfigurationMode を CUSTOM に設定します。
これにより、このコンポーネントは CustomComponentConfiguration で指定された設定で
設定されます。詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの
「UpdateComponentConfiguration」を参照してください。

JSON 形式のテンプレート

{ 
    "Type": "AWS::ApplicationInsights::Application", 
    "Properties": { 
        "ResourceGroupName": "my_resource_group, 
        "ComponentMonitoringSettings": [ 
            { 
                "ComponentARN": "my_component", 
                "Tier": "SQL_SERVER", 
                "ComponentConfigurationMode": "CUSTOM", 
                "CustomComponentConfiguration": { 
                    "ConfigurationDetails": { 
                        "AlarmMetrics": [ 
                            { 
                                "AlarmMetricName": "StatusCheckFailed" 
                            }, 
                            ... 
                        ], 
                        "Logs": [ 
                            {        
                                "LogGroupName": "my_log_group_1", 
                                "LogPath": "C:\\LogFolder_1\\*", 
                                "LogType": "DOT_NET_CORE", 
                                "Encoding": "utf-8", 
                                "PatternSet": "my_pattern_set_1" 
                            },       
                            ...      
                        ],       
                        "WindowsEvents": [ 
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                            {        
                                "LogGroupName": "my_windows_event_log_group_1", 
                                "EventName": "Application", 
                                "EventLevels": [ 
                                    "ERROR", 
                                    "WARNING", 
                                    ...      
                                ],        
                                "Encoding": "utf-8", 
                                "PatternSet": "my_pattern_set_2" 
                            },       
                            ...      
                        ], 
                        "Alarms": [ 
                            { 
                                "AlarmName": "my_alarm_name", 
                                "Severity": "HIGH" 
                            }, 
                            ... 
                        ] 
                    }, 
                    "SubComponentTypeConfigurations": [ 
                        { 
                            "SubComponentType": "EC2_INSTANCE", 
                            "SubComponentConfigurationDetails": { 
                                "AlarmMetrics": [ 
                                    { 
                                        "AlarmMetricName": "DiskReadOps" 
                                    }, 
                                    ... 
                                ], 
                                "Logs": [ 
                                    { 
                                        "LogGroupName": "my_log_group_2", 
                                        "LogPath": "C:\\LogFolder_2\\*", 
                                        "LogType": "IIS", 
                                        "Encoding": "utf-8", 
                                        "PatternSet": "my_pattern_set_3" 
                                    }, 
                                    ... 
                                ], 
                                "processes" : [ 
                                    { 
                                        "processName" : "my_process", 
                                        "alarmMetrics" : [ 
                                    { 
                                        "alarmMetricName" : "procstat cpu_usage", 
                                        "monitor" : true 
                                    }, { 
                                        "alarmMetricName" : "procstat memory_rss", 
                                        "monitor" : true 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        ], 
                                "WindowsEvents": [ 
                                    { 
                                        "LogGroupName": "my_windows_event_log_group_2", 
                                        "EventName": "Application", 
                                        "EventLevels": [ 
                                            "ERROR", 
                                            "WARNING", 
                                            ... 
                                        ], 
                                        "Encoding": "utf-8", 
                                        "PatternSet": "my_pattern_set_4" 
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                                    }, 
                                    ... 
                                ] 
                            } 
                        }    
                    ] 
                } 
            } 
        ] 
    }
}

YAML 形式のテンプレート

---
Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties: 
  ResourceGroupName: my_resource_group 
  ComponentMonitoringSettings: 
  - ComponentARN: my_component 
    Tier: SQL_SERVER 
    ComponentConfigurationMode: CUSTOM 
    CustomComponentConfiguration: 
      ConfigurationDetails: 
        AlarmMetrics: 
        - AlarmMetricName: StatusCheckFailed 
        ... 
        Logs: 
        - LogGroupName: my_log_group_1 
          LogPath: C:\LogFolder_1\* 
          LogType: DOT_NET_CORE 
          Encoding: utf-8 
          PatternSet: my_pattern_set_1 
        ... 
        WindowsEvents: 
        - LogGroupName: my_windows_event_log_group_1 
          EventName: Application 
          EventLevels: 
          - ERROR 
          - WARNING 
          ... 
          Encoding: utf-8 
          PatternSet: my_pattern_set_2 
        ... 
        Alarms: 
        - AlarmName: my_alarm_name 
          Severity: HIGH 
        ... 
      SubComponentTypeConfigurations: 
      - SubComponentType: EC2_INSTANCE 
        SubComponentConfigurationDetails: 
          AlarmMetrics: 
          - AlarmMetricName: DiskReadOps 
          ... 
          Logs: 
          - LogGroupName: my_log_group_2 
            LogPath: C:\LogFolder_2\* 
            LogType: IIS 
            Encoding: utf-8 
            PatternSet: my_pattern_set_3 
          ... 
          Processes: 
          - ProcessName: my_process 
            AlarmMetrics: 
            - AlarmMetricName: procstat cpu_usage 
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              ... 
            ... 
          WindowsEvents: 
          - LogGroupName: my_windows_event_log_group_2 
            EventName: Application 
            EventLevels: 
            - ERROR 
            - WARNING 
            ... 
            Encoding: utf-8 
            PatternSet: my_pattern_set_4 
          ...

DEFAULT モードのコンポーネント設定を使用した Application 
Insights アプリケーションの作成
次のテンプレートは、これらのアクションを実行します。

• Application Insights アプリケーションを作成します。詳細については、Amazon CloudWatch Application 
Insights API リファレンスの「CreateApplication」を参照してください。

• コンポーネント my_component は、ComponentConfigurationMode を DEFAULT に設定
し、Tier を SQL_SERVER に設定します。これにより、このコンポーネントは、Application Insights 
が SQL_Server 層の推奨される構成設定を使用して構成されます。詳細については、Amazon 
CloudWatch Application Insights API リファレンスの「DescribeComponentConfiguration」と
「UpdateComponentConfiguration」を参照してください。

JSON 形式のテンプレート

{ 
    "Type": "AWS::ApplicationInsights::Application", 
    "Properties": { 
        "ResourceGroupName": "my_resource_group", 
        "ComponentMonitoringSettings": [ 
            { 
                "ComponentARN": "my_component", 
                "Tier": "SQL_SERVER", 
                "ComponentConfigurationMode": "DEFAULT" 
            } 
        ] 
    }
}

YAML 形式のテンプレート

---
Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties: 
  ResourceGroupName: my_resource_group
  ComponentMonitoringSettings: 
  - ComponentARN: my_component
    Tier: SQL_SERVER 
    ComponentConfigurationMode: DEFAULT

DEFAULT_WITH_OVERWRITE モードのコンポーネント設定を使
用した Application Insights アプリケーションの作成
次のテンプレートは、これらのアクションを実行します。
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• Application Insights アプリケーションを作成します。詳細については、Amazon CloudWatch Application 
Insights API リファレンスの「CreateApplication」を参照してください。

• コンポーネント my_component は、ComponentConfigurationMode を
DEFAULT_WITH_OVERWRITE に設定し、tier を DOT_NET_CORE に設定します。これにより、このコ
ンポーネントは、Application Insights が DOT_NET_CORE 層の推奨される構成設定を使用して構成され
ます。上書きする構成設定は、DefaultOverwriteComponentConfiguration で指定します。
• コンポーネントレベルでは、AlarmMetrics 設定が上書きされます。
• サブコンポーネントレベルでは、EC2_Instance タイプのサブコンポーネントで Logs 設定が上書き

されます。

詳細については、Amazon CloudWatch Application Insights API リファレンスの
「UpdateComponentConfiguration」を参照してください。

JSON 形式のテンプレート

{ 
    "Type": "AWS::ApplicationInsights::Application", 
    "Properties": { 
        "ResourceGroupName": "my_resource_group", 
        "ComponentMonitoringSettings": [ 
            { 
                "ComponentName": "my_component", 
                "Tier": "DOT_NET_CORE", 
                "ComponentConfigurationMode": "DEFAULT_WITH_OVERWRITE", 
                "DefaultOverwriteComponentConfiguration": { 
                    "ConfigurationDetails": { 
                        "AlarmMetrics": [ 
                            { 
                                "AlarmMetricName": "StatusCheckFailed" 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "SubComponentTypeConfigurations": [ 
                        { 
                            "SubComponentType": "EC2_INSTANCE", 
                            "SubComponentConfigurationDetails": { 
                                "Logs": [ 
                                    { 
                                        "LogGroupName": "my_log_group", 
                                        "LogPath": "C:\\LogFolder\\*", 
                                        "LogType": "IIS", 
                                        "Encoding": "utf-8", 
                                        "PatternSet": "my_pattern_set" 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        }    
                    ]  
                }  
            } 
        ] 
    }
}

YAML 形式のテンプレート

---
Type: AWS::ApplicationInsights::Application
Properties: 
  ResourceGroupName: my_resource_group
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  ComponentMonitoringSettings: 
  - ComponentName: my_component
    Tier: DOT_NET_CORE 
    ComponentConfigurationMode: DEFAULT_WITH_OVERWRITE 
    DefaultOverwriteComponentConfiguration: 
      ConfigurationDetails: 
        AlarmMetrics: 
        - AlarmMetricName: StatusCheckFailed 
      SubComponentTypeConfigurations: 
      - SubComponentType: EC2_INSTANCE 
        SubComponentConfigurationDetails: 
          Logs: 
          - LogGroupName: my_log_group
            LogPath: C:\LogFolder\* 
            LogType: IIS 
            Encoding: utf-8 
            PatternSet: my_pattern_set

チュートリアル: SAP HANA のモニターリングを設定
する
このチュートリアルでは、SAP HANA データベースのモニターリングを設定できるよう CloudWatch 
Application Insights を設定する方法を説明します。CloudWatch Application Insights の自動ダッシュボード
を使用して、問題の詳細を可視化し、トラブルシューティングを加速させ、SAP HANA データベースでの
解決までの平均時間 (MTTR) を短縮できます。

SAP HANA トピック用の Application Insights
• サポートされている環境 (p. 764)
• サポートされるオペレーティングシステム (p. 765)
• 機能 (p. 765)
• 前提条件 (p. 765)
• SAP HANA データベースをモニターリング用に設定する (p. 767)
• SAP HANA データベースのモニターリングの管理 (p. 768)
• アラームのしきい値を設定する (p. 768)
• CloudWatch Application Insights で検出された SAP HANA における問題の表示とトラブルシューティ

ング (p. 769)
• SAP HANA の異常検出 (p. 771)
• SAP HANA 向けの Application Insights のトラブルシューティング (p. 772)

サポートされている環境
CloudWatch Application Insights では、次のシステムおよびパターン用に AWS リソースのデプロイがサ
ポートされています。SAP HANA データベースソフトウェアおよびサポートされている SAP アプリケー
ションソフトウェアを指定してインストールします。

• 単一の Amazon EC2 インスタンスでの SAP HANA データベース ― シングルノードのスケールアップ
アーキテクチャにおける SAP HANA で、メモリは最大 24 TB です。

• 複数の Amazon EC2 インスタンスでの SAP HANA データベース ― マルチノードのスケールアウトアー
キテクチャにおける SAP HANA です。

• クロス AZ SAP HANA データベースの高可用性セットアップ ― SUSE/RHEL クラスタリングにより 2 つ
のアベイラビリティーゾーンでの高可用性が設定されている SAP HANA。
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Note

CloudWatch Application Insights は、単一の SID HANA 環境のみをサポートしています。複数の 
HANA SID がアタッチされている場合、最初に検出された SID に対してのみモニターリングが
セットアップされます。

サポートされるオペレーティングシステム
SAP HANA 向けの CloudWatch Application Insights は、次のオペレーティングシステム上で x86-64 アー
キテクチャをサポートしています。

• SuSE Linux 12 SP4 For SAP
• SuSE Linux 12 SP5 For SAP
• SuSE Linux 15
• SuSE Linux 15 SP1
• SuSE Linux 15 SP2
• SuSE Linux 15 For SAP
• SuSE Linux 15 SP1 For SAP
• SuSE Linux 15 SP2 For SAP
• RedHat Linux 8.2 For SAP With High Availability and Update Services
• RedHat Linux 8.1 For SAP With High Availability and Update Services
• RedHat Linux 7.9 For SAP With High Availability and Update Services

機能
SAP HANA 向けの CloudWatch Application Insights には、次の機能があります。

• SAP HANA ワークロードの自動検出
• 静的しきい値に基づく SAP HANA アラームの自動作成
• 異常検出に基づく SAP HANA アラームの自動作成
• SAP HANA のログパターンの自動認識
• SAP HANA 用のヘルスダッシュボード
• SAP HANA 用の問題ダッシュボード

前提条件
CloudWatch Application Insights で SAP HANA データベースを設定するには、次の前提条件を実行する必
要があります。

• SAP HANA ― 実行中およびアクセス可能な SAP HANA データベース 2.0 SPS05 を Amazon EC2 インス
タンスにインストールします。

• SAP HANA データベースユーザー — モニターリングロールを持つデータベースユーザーは、SYSTEM 
データベースとすべてのテナントに作成する必要があります。

例

次の SQL コマンドを実行して、モニターリングロールを持つユーザーを作成します。

su - <sid>adm
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hdbsql -u SYSTEM -p <SYSTEMDB password> -d SYSTEMDB
CREATE USER CW_HANADB_EXPORTER_USER PASSWORD <Monitoring user password> NO 
 FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;
CREATE ROLE CW_HANADB_EXPORTER_ROLE;
GRANT MONITORING TO CW_HANADB_EXPORTER_ROLE;
GRANT CW_HANADB_EXPORTER_ROLE TO CW_HANADB_EXPORTER_USER;

• Python 3.6 ― オペレーティングシステムに Python 3.6 以降のバージョンをインストールします。Python 
の最新リリース版を使用してください。オペレーティングシステムで Python が検出されない場
合、Python 3.8 がインストールされます。

「installation examples」を参照してください。
• Pip3 ― インストーラープログラム pip3 をオペレーティングシステムにインストールします。オペレー

ティングシステムで pip3 が検出されない場合、インストールされます。
• Amazon CloudWatch エージェント ― Amazon EC2 インスタンスで既存の CloudWatch エージェン

トが実行されていないことを確認します。CloudWatch エージェントがインストールされている場
合は、マージ競合を避けるために、既存の CloudWatch エージェント設定ファイルから CloudWatch 
Application Insights で使用しているリソースの設定を削除するようにしてください。詳細については、
「 CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成または編集する (p. 913)」を参照してくださ
い。

• AWS Systems Manager の有効化 ― インスタンスに SSM Agent をインストールし、インスタンスを 
SSM に対して有効にします。SSM Agent のインストールについての詳細は、AWS Systems Manager 
ユーザーガイドの「SSM Agent の使用」を参照してください。

• Amazon EC2 インスタンスロール ― データベースを設定するには、次の Amazon EC2 インスタンス
ロールをアタッチする必要があります。
• Systems Manager を有効にする AmazonSSMManagedInstanceCore ロールをアタッチする必要が

あります。詳細については、「AWS Systems Manager アイデンティティベースのポリシーの例」を
参照してください。

• インスタンスメトリクスとログが CloudWatch を介して発行されるように
CloudWatchAgentServerPolicy をアタッチする必要があります。詳細については、
「CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成する」を参照してください

• AWS Secrets Manager に保存されているパスワードを読み取るには、次の IAM インラインポリシー
を Amazon EC2 インスタンスロールにアタッチする必要があります。インラインポリシーの詳細につ
いては、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「インラインポリシー」を参照して
ください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetSecretValue" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ApplicationInsights-*" 
        } 
    ]
}

• AWS Resource Groups ― アプリケーションを CloudWatch Application Insights にオンボードするには、
アプリケーションスタックで使用されるすべての関連する AWS リソースを含むリソースグループを作
成する必要があります。これには、SAP HANA データベースを実行する Amazon EC2 インスタンスと 
Amazon EBS ボリュームが含まれます。1 つのアカウントに複数のデータベースがある場合は、各 SAP 
HANA データベースシステムの AWS リソースを含む 1 つのリソースグループを作成することをお勧め
します。

• IAM アクセス許可 — 管理者以外のユーザーの場合:
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• Application Insights でサービスにリンクされたロールを作成できる AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーを作成し、ユーザー ID にアタッチする必要があります。ポリシーをア
タッチする手順については、「IAM ポリシー (p. 691)」を参照してください。

• ユーザーには、AWS Secrets Manager でシークレットを作成し、データベースのユーザー認証情報を
保存するためのアクセス許可が必要です。詳細については、「例: シークレット値を取得するアクセス
許可」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:CreateSecret" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:ApplicationInsights-*" 
    } 
  ]
}

• サービスにリンクされたロール ― Application Insights では AWS Identity and Access Management (IAM) 
サービスにリンクされたロールが使用されます。Application Insights コンソールで新しい Application 
Insights アプリケーションを作成する際、サービスにリンクされたロールが作成されます。詳細につい
ては、「CloudWatch Application Insights のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1217)」を参照し
てください。

SAP HANA データベースをモニターリング用に設定する
SAP HANA データベースのモニターリングをセットアップするには、以下の手順を実行します。

1. CloudWatch コンソール を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Insights] の下にある [Application Insights] を選択します。
3. [Application Insights] ページには、Application Insights でモニターリングするアプリケーションの

リストと、各アプリケーションのモニターリングのステータスが表示されます。右上隅の [Add an 
application] (アプリケーションの追加) を選択します。

4. [Specify application details] (アプリケーションの詳細の指定) ページで、[Resource group] (リソース
グループ) のドロップダウンリストから SAP HANA データベースのリソースを含む AWS リソース
グループを選択します。アプリケーションのリソースグループを作成していない場合は、[Resource 
group] (リソースグループ) のドロップダウンから、[Create new resource group] (新しいリソースグ
ループの作成) を選択して作成できます。リソースグループの作成についての詳細は、AWS Resource 
Groups ユーザーガイドを参照してください。

5. [Monitor CloudWatch Events] (CloudWatch Events のモニタリング) で、CloudWatch 
Events と Application Insights のモニタリングを統合できるチェックボックスをオンにする
と、Amazon EBS、Amazon EC2、AWS CodeDeploy、Amazon ECS、AWS Health APIs And 
Notifications、Amazon RDS、Amazon S3、および AWS Step Functions からのインサイトを取得でき
ます。

6. 選択したアプリケーションで問題が検出されたときにそれらを表示し、通知を受けるには、[Integrate 
with AWS Systems Manager OpsCenter] (AWS Systems Manager OpsCenter と統合する) にある
[Generate AWS Systems Manager OpsCenter OpsItems for remedial actions] (修正操作のため AWS 
Systems Manager OpsCenter の OpsItems を生成する) 横のチェックボックスをオンにします。AWS 
リソースに関連する OpsItems というオペレーション作業項目を解決するために実行されたオペレー
ションを追跡するには、SNS トピックの ARN を指定します。

7. オプションでタグを入力して、リソースを特定し整理できます。CloudWatch Application Insights 
では、タグベースのリソースグループと AWS CloudFormation スタックベースのリソースグループ 
(Application Auto Scaling グループを除く) の両方がサポートされています。詳細については、AWS 
Resource Groups とタグユーザーガイドの「Tag Editor」を参照してください。
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8. [Next] (次へ) を選択してモニターリングの設定を続行します。
9. [Set up monitoring] (モニターリングの設定) ページには、CloudWatch Application Insights によって自

動的に検出されたモニターリング対象のコンポーネントが一覧表示されます。[Next] (次へ) をクリッ
クします。

10. [Specify component details] (コンポーネントの詳細の指定) ページで、ユーザーのユーザー名とパス
ワードを入力します。

11. [Next] (次へ) をクリックします。
12. アプリケーションのモニターリング設定を確認し [Submit] (送信) をクリックします。
13. アプリケーション詳細ページが開き、[Application summary] (アプリケーションの概要) および

[Monitored components] (モニターリングされているコンポーネント) と [Unmonitored components]
(モニターリングされていないコンポーネント) のリストを確認できます。また、コンポーネントの横
にあるラジオボタンをオンにすると、[Configuration history] (設定履歴)、[Log patterns] (ログのパター
ン)、作成した [Tags] (タグ) を確認できます。設定を送信すると、アカウントで SAP HANA システム
のすべてのメトリクスとアラームがデプロイされます。これには最大 2 時間かかります。

SAP HANA データベースのモニターリングの管理
次の手順を実行して、SAP HANA データベースのユーザー認証情報、メトリクス、およびログパスを管理
できます。

1. CloudWatch コンソール を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Insights] の下にある [Application Insights] を選択します。
3. [Application Insights] ページには、Application Insights でモニターリングするアプリケーションのリス

トと、各アプリケーションのモニターリングのステータスが表示されます。
4. [Monitored components] (モニターリングされているコンポーネント) で、コンポーネント名の横にあ

るラジオボタンをオンにします。次に、[Manage monitoring] (モニターリングの管理) を選択します。
5. [EC2 instance group logs] (EC2 インスタンスグループのログ) では、既存のログパス、ログパターン

のセット、ロググループ名を更新できます。さらに、追加で Application logs (アプリケーションログ) 
を最大 3 つまで追加できます。

6. [Metrics] (メトリクス) では、要件に応じて SAP HANA メトリクスを選択できます。SAP HANA のメ
トリクス名は、hanadb で始まります。コンポーネントごとに最大 40 個のメトリクスを追加できま
す。

7. [HANA configuration] (HANA の設定) で、SAP HANA データベースのパスワードとユーザー名を入力
します。これらは、Amazon CloudWatch エージェントが SAP HANA データベースに接続するために
使用されるユーザー名とパスワードです。

8. [Custom alarms] (カスタムアラーム) では、CloudWatch Application Insights によってモニターリング
するアラームを追加できます。

9. アプリケーションのモニターリング設定を確認し、[Submit] (送信) をクリックします。設定を送信す
ると、アカウントで SAP HANA システムのすべてのメトリクスとアラームが更新されます。これには
最大 2 時間かかります。

アラームのしきい値を設定する
CloudWatch Application Insights では、メトリクスのしきい値とともに監視するアラームの Amazon 
CloudWatch メトリクスが自動的に作成されます。指定した評価期間数にわたってメトリクスがしきい値
を超えると、アラームは ALARM  状態に変わります。これらの設定は、Application Insights では保持され
ないことに注意してください。

単一のメトリクスのアラームを編集するには、次の手順を実行します。

1. CloudWatch コンソール を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム)、[All alarms] (すべてのアラーム) の順に選択します。
3. CloudWatch Application Insights によって自動的に作成されたアラームの横にあるラジオボタンをオン

にします。次に [Actions] (アクション) を選択し、ドロップダウンメニューから [Edit] (編集)を選択し
ます。

4. [Metrics] (メトリクス) で次のパラメータを編集します。

a. [Statistic] (統計) で、統計または事前定義済みのパーセンタイルのいずれかを選択するか、カスタ
ムパーセンタイルを指定します。例えば、p95.45 です。

b. [Period] (期間) で、アラームの評価期間を選択します。アラームを評価する際、各期間は 1 つの
データポイントに集約されます。

5. [Conditions] (条件) で次のパラメータを編集します。

a. メトリクスがしきい値より大きい、小さい、またはしきい値と等しいのいずれかを指定します。
b. しきい値を指定します。

6. [Additional configuration] (追加設定) で、次のパラメータを編集します。

a. [Datapoints to alarm] (アラームを実行するデータポイント) で、評価期間またはデータポイント
の数を指定します。アラームを開始するため、ALARM 状態である必要があります。2 つの値が一
致するとアラームが作成され、指定された連続する期間数を超過した場合、ALARM 状態に入りま
す。n 個中 m 個のアラームを作成するには、2 番目の値よりも小さい数字を最初の値に指定しま
す。アラームの評価の詳細については、「アラームの評価」を参照してください。

b. [Missing data treatment] (欠落データの処理) で、一部のデータポイントが欠落しているときのア
ラームの動作を選択します。欠落データの処理についての詳細は、「CloudWatch アラームの欠
落データの処理の設定」を参照してください。

c. モニターリングする統計としてパーセンタイルをアラームで使用している場合は、[サンプル数が
少ないパーセンタイル] ボックスが表示されます。サンプル数が少ないケースを評価するか無視す
るかを選択します。[無視 (アラーム状態を維持する)] を選択すると、サンプル数が少なすぎる場
合でも現在のアラーム状態が常に維持されます。サンプルが少ないパーセンタイルの詳細につい
ては、「パーセンタイルベースの CloudWatch アラームおよび少数のデータサンプル (p. 186)」
を参照してください。

7. [Next] (次へ) をクリックします。
8. [通知] で、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT_DATA 状態のときに通知する

ための SNS トピックを選択します。
9. [Update alarm] (アラームの更新) を選択します。

CloudWatch Application Insights で検出された SAP HANA にお
ける問題の表示とトラブルシューティング
次のセクションでは、Application Insights で SAP HANA のモニターリングを設定する際に発生する一般的
なトラブルシューティングのシナリオを解決する手順について説明します。

トラブルシューティングのトピック
• SAP HANA データベースがメモリの割り当て制限に達しました (p. 769)
• ディスクに空き容量がないイベント (p. 770)
• SAP HANA バックアップの実行が停止しました (p. 771)

SAP HANA データベースがメモリの割り当て制限に達しました

説明

SAP HANA データベースによりバックアップされている SAP アプリケーションが高いメモリ負荷のため
に正常に動作せず、アプリケーションのパフォーマンスが低下しています。
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解像度

動的に作成されるダッシュボードを確認することで、問題を起こしているアプリケーション層を特定でき
ます。ダッシュボードには、関連するメトリクスやログファイルのスニペットが表示されます。次の例で
は、SAP HANA システムにおける大きなデータロードが問題の原因である可能性があります。

使用されているメモリの割り当てが、合計のメモリの割り当て制限のしきい値の 80% を超えています。

ロググループに、メモリ不足のスキーム BNR-DATA とテーブル IMDBMASTER_30003 が表示されます。さ
らに問題の正確な時刻、現在のグローバルロケーションの制限、共有メモリ、コードサイズ、OOM の予
約割り当てサイズが表示されます。

ディスクに空き容量がないイベント

説明

SAP HANA データベースによってバックアップされている SAP アプリケーションが応答を停止し、デー
タベースにアクセスできません。

解像度

動的に作成されるダッシュボードを確認することで、問題が起きているデータベース層を特定できます。
ダッシュボードには、関連するメトリクスやログファイルのスニペットが表示されます。次の例では、管
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理者が自動ログバックアップを有効にできなかったため、sap/hana/log ディレクトリがいっぱいになった
ことが問題である可能性があります。

問題のあるダッシュボードのロググループのウィジェットには、DISKFULL イベントが表示されます。

SAP HANA バックアップの実行が停止しました

説明

SAP HANA データベースによってバックアップされている SAP アプリケーションが停止しました。

解像度

動的に作成されるダッシュボードを確認することで、問題が起きているデータベース層を特定できます。
ダッシュボードには、関連するメトリクスやログファイルのスニペットが表示されます。

問題のあるダッシュボードのロググループのウィジェットには、ACCESS DENIED イベントが表示されま
す。これには、S3 バケット、S3 バケットフォルダー、S3 バケットリージョンなどの追加情報が含まれま
す。

SAP HANA の異常検出
スレッド数など特定の SAP HANA メトリクスについては、CloudWatch により統計および機械学習アルゴ
リズムが適用され、しきい値が定義されます。これらのアルゴリズムにより、SAP HANA データベースの
メトリクスが継続的に分析され、正常なベースラインが決定します。このため、ユーザーの介入が最小限
でも異常を検出できます。アルゴリズムにより、異常検出モデルが生成されます。このモデルにより、メ
トリクスの正常な動作を表す想定値の範囲が生成されます。

異常検出アルゴリズムは、メトリクスの季節的な変化と傾向の変化を考慮します。季節的な変化は、次の
例に示す SAP HANA の CPU 使用率のように、時間単位、日単位、週単位のいずれかになります。
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モデルを作成した後、CloudWatch の異常検出ではモデルの継続的な評価および調整が行われ、可能な限
り正確であることが確認されます。これには、メトリクス値が時間の経過とともに変化するか、または突
然変化するかを調整するためのモデルの再トレーニングが含まれます。また、季節的、スパイク、スパー
スなメトリクスのモデルを改善するための予測変数も含まれます。

SAP HANA 向けの Application Insights のトラブルシューティン
グ
このセクションでは、Application Insights ダッシュボードから返される一般的なエラーを解決するための
手順について説明します。

60 を超えるモニターリングメトリクスを追加できない

返されたエラー: Component cannot have more than 60 monitored metrics.

根本原因: The current metric limit is 60 monitor metrics per component.

解決方法: 制限の準拠に必要のないメトリクスを削除します。

オンボーディングプロセスの後、SAP メトリクスやアラームは表示されません。

返されたエラー: AWS Systems Manager Run Command で、AWS-ConfigureAWSPackage が失敗しまし
た。

出力では、次のエラーが表示されます。

Unable to find a host with system database, for more info rerun using -v
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解決方法: ユーザー名やパスワードが間違っている可能性があります。ユーザー名とパスワードが有効であ
ることを確認し、オンボーディングプロセスに戻ります。

 出力では、次のインストールエラーが表示されます。

ERROR: Can not execute `setup.py` since setuptools is not available in the build 
 environment.

or

[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]

解決策: 次の例の SUSE Linux コマンドのいずれかを使用して Python をインストールします。

例 1

sudo zypper install -y python36

例 2

最新版の Python 3.8 をインストールします。

wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.<LATEST_RELEASE>/Python-3.8.<LATEST_RELEASE>.tgz
tar xf Python-3.*
cd Python-3.*/
sudo zypper install make gcc-c++ gcc automake autoconf libtool
sudo zypper install zlib-devel
sudo zypper install libopenssl-devel libffi-devel
./configure --with-ensurepip=install  
sudo make
sudo make install
sudo su  
python3.8 -m pip install --upgrade pip setuptools wheel

チュートリアル: SAP NetWeaver のモニターリングを
設定する
このチュートリアルでは、SAP NetWeaver のモニターリングを設定できるよう Amazon CloudWatch 
Application Insights を設定する方法を説明します。CloudWatch Application Insights の自動ダッシュボード
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を使用して、問題の詳細を可視化し、トラブルシューティングを加速させ、SAP NetWeaver アプリケー
ションサーバーでの解決までの平均時間 (MTTR) を短縮できます。

SAP Netweaver 用 CloudWatch Application Insights のトピック
• サポートされている環境 (p. 774)
• サポートされるオペレーティングシステム (p. 774)
• 機能 (p. 775)
• 前提条件 (p. 775)
• SAP NetWeaver アプリケーションサーバーをモニターリングするように設定する (p. 776)
• SAP NetWeaver アプリケーションサーバーのモニターリングを管理する (p. 777)
• CloudWatch Application Insights で検出された SAP Netweaver に関する問題の表示とトラブルシュー

ティング (p. 777)
• SAP Netweaver 用 Application Insights のトラブルシューティング (p. 785)

サポートされている環境
CloudWatch Application Insights では、次のシステムおよびパターン用に AWS リソースのデプロイがサ
ポートされています。

• 複数の Amazon EC2 インスタンスでの SAP NetWeaver Distributed デプロイ。
• クロス AZ SAP Netweaver の高可用性セットアップ – SUSE/RHEL クラスタリングにより 2 つのアベイ

ラビリティーゾーンでの高可用性が設定されている SAP Netweaver。

サポートされるオペレーティングシステム
SAP Netweaver 用 CloudWatch Application Insights は、次のオペレーティングシステム上でサポートされ
ています。

• Oracle Linux 8
• Red Hat Enterprise Linux 7.6
• Red Hat Enterprise Linux 7.7
• Red Hat Enterprise Linux 7.9
• Red Hat Enterprise Linux 8.1
• Red Hat Enterprise Linux 8.2
• Red Hat Enterprise Linux 8.4
• SAP 用 SUSE Linux Enterprise Server 15
• SAP 用 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1
• SAP 用 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
• SAP 用 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
• SAP 用 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4
• SAP 用 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4
• SAP 用 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5
• High Availability パターンを除く SUSE Linux Enterprise Server 15
• High Availability パターンを除く SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1
• High Availability パターンを除く SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
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• High Availability パターンを除く SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3
• High Availability パターンを除く SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4
• High Availability パターンを除く SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4
• High Availability パターンを除く SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5

機能
SAP NetWeaver 7.0x—7.5x (ABAP Platform を含む) 用の CloudWatch Application Insights には、次の機能
が用意されています。

• SAP NetWeaver ワークロードの自動検出
• 静的しきい値に基づく SAP Netweaver アラームの自動作成
• SAP Netweaver のログパターンの自動認識
• SAP NetWeaver 用のヘルスダッシュボード
• SAP NetWeaver 用の問題ダッシュボード

前提条件
CloudWatch Application Insights で SAP Netweaver を設定するには、以下を前もって実行する必要があり
ます。

• AWS Systems Manager の有効化 – Amazon EC2 インスタンスに SSM Agent をインストールし、イン
スタンスを SSM に対して有効にします。SSM Agent のインストールに関する詳細については、「AWS 
Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager のセットアップ」を参照してくださ
い。

• Amazon EC2 インスタンスロール – SAP NetWeaver モニターリングを設定するには、次の Amazon 
EC2 インスタンスロールをアタッチする必要があります。
• Systems Manager を有効にする AmazonSSMManagedInstanceCore ロールをアタッチする必要が

あります。詳細については、「AWS Systems Manager アイデンティティベースのポリシーの例」を
参照してください。

• インスタンスメトリクスとログが CloudWatch を介して出力されるように
CloudWatchAgentServerPolicy ポリシーをアタッチする必要があります。詳細については、
「CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成する」を参照してください

• AWS リソースグループ – アプリケーションを CloudWatch Application Insights にオンボードするには、
アプリケーションスタックで使用されるすべての関連する AWS リソースを含むリソースグループを
作成する必要があります。これには、SAP NetWeaver アプリケーションサーバーを実行する Amazon 
EC2 インスタンス、Amazon EFS、および Amazon EBS ボリュームが含まれます。1 つのアカウント
に複数の SAP NetWeaver システムがある場合は、各 SAP Netweaver システムの AWS リソースを含
む 1 つのリソースグループを作成することをお勧めします。リソースグループの作成についての詳細
は、AWS Resource Groups とタグのユーザーガイドを参照してください。

• IAM アクセス許可 – 管理アクセスが許可されていないユーザーについては、Application Insights でサー
ビスにリンクされたロールを作成できる AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成
し、ユーザーの ID にアタッチする必要があります。IAM ポリシーを作成する方法については、「IAM 
ポリシー」を参照してください。

• サービスにリンクされたロール – Application Insights は AWS Identity and Access Management (IAM) 
サービスにリンクされたロールを使用します。Application Insights コンソールで新しい Application 
Insights アプリケーションを作成する際、サービスにリンクされたロールが作成されます。詳細につい
ては、「CloudWatch Application Insights のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1217)」を参照し
てください。

• Amazon CloudWatch エージェント – Application Insights は、CloudWatch エージェントをインストー
ルして設定します。CloudWatch エージェントがインストールされている場合、Application Insights 
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は設定をそのまま維持します。マージ競合を避けるため、既存の CloudWatch エージェント設定ファ
イルから、Application Insights で使用するリソースの設定を削除してください。詳細については、「
CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成または編集する (p. 913)」を参照してください。

SAP NetWeaver アプリケーションサーバーをモニターリングす
るように設定する
SAP NetWeaver アプリケーションサーバーのモニターリングを設定するには、次の手順に従います。

モニターリングを設定するには

1. CloudWatch コンソール を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) の下にある [Application Insights] を選択しま

す。
3. [Application Insights] ページには、Application Insights でモニターリングするアプリケーションの

リストと、各アプリケーションのモニターリングのステータスが表示されます。右上隅の [Add an 
application] (アプリケーションの追加) を選択します。

4. [Specify application details] (アプリケーションの詳細の指定) ページで、[Resource group] (リソース
グループ) のドロップダウンリストから、SAP Netweaver リソースを含む作成済みの AWS リソース
グループを選択します。アプリケーションのリソースグループを作成していない場合は、[Resource 
group] (リソースグループ) のドロップダウンリストから、[Create new resource group] (新しいリソー
スグループの作成) を選択して作成できます。

5. [Automatic monitoring of new resources] (新しいリソースの自動モニターリング) でチェックボックス
をオンにすると、オンボーディング後にアプリケーションのリソースグループに追加されたリソース
が Application Insights で自動的にモニターリングされるようになります。

6. [Monitor EventBridge events] (EventBridge イベントのモニターリング) で、CloudWatch 
Events と Application Insights のモニターリングを統合できるチェックボックスをオンにする
と、Amazon EBS、Amazon EC2、AWS CodeDeploy、Amazon ECS、AWS Health APIs and 
Notifications、Amazon RDS、Amazon S3、および AWS Step Functions からのインサイトを取得でき
ます。

7. 選択したアプリケーションの問題が検出されたときにそれらを表示し、通知を受け取るには、[AWS 
Systems Manager OpsCenter と統合する] にある [修正アクションのため AWS Systems Manager 
OpsCenter OpsItems を生成する] 横のチェックボックスをオンにします。AWS リソースに関連する
OpsItems というオペレーション作業項目を解決するために実行されたオペレーションを追跡するに
は、SNS トピックの ARN を指定します。

8. オプションでタグを入力して、リソースを特定し整理できます。CloudWatch Application Insights 
では、タグベースのリソースグループと AWS CloudFormation スタックベースのリソースグループ 
(Application Auto Scaling グループを除く) の両方がサポートされています。詳細については、AWS 
Resource Groups とタグユーザーガイドの「Tag Editor」を参照してください。

9. [Next] (次へ) を選択してモニターリングの設定を続行します。
10. [Set up monitoring] (モニターリングの設定) ページには、CloudWatch Application Insights によって自

動的に検出されたモニターリング対象のコンポーネントが一覧表示されます。[Next] (次へ) をクリッ
クします。

11. [Specify component details] (コンポーネントの詳細の指定) ページで [Next] (次へ) を選択します。
12. アプリケーションのモニターリング設定を確認し [Submit] (送信) をクリックします。
13. アプリケーションの詳細ページが開き、[Application summary] (アプリケーションの概

要)、[Dashboard] (ダッシュボード)、および [Components] (コンポーネント) を表示できます。また、
コンポーネントの横にあるラジオボタンをオンにすると、[Configuration history] (設定履歴)、[Log 
patterns] (ログのパターン)、および作成した [Tags] (タグ) を確認できます。アプリケーションを送信
すると、CloudWatch Application Insights は SAP NetWeaver システムのすべてのメトリクスとアラー
ムをデプロイします。デプロイには最大 1 時間かかります。

776

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/OpsCenter-getting-started-sns.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/tag-editor.html


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
チュートリアル: SAP NetWeaver 

のモニターリングを設定する

SAP NetWeaver アプリケーションサーバーのモニターリングを
管理する
次の手順を使用して、SAP NetWeaver アプリケーションサーバーのモニターリングを管理します。

モニターリングを管理するには

1. CloudWatch コンソール を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) の下にある [Application Insights] を選択しま

す。
3. [List view] (リストビュー) タブを選択します。
4. [Application Insights] ページには、Application Insights でモニターリングするアプリケーションのリス

トと、各アプリケーションのモニターリングのステータスが表示されます。
5. アプリケーションを選択します。
6. [Components] (コンポーネント) タブを選択します。
7. [Monitored components] (モニターリングされているコンポーネント) で、コンポーネント名の横にあ

るラジオボタンをオンにします。次に、[Manage monitoring] (モニターリングを管理) を選択します。
8. [Instance logs] (インスタンスログ) で、既存のログパス、ログパターンのセット、およびロググルー

プ名を更新できます。さらに、追加で Application logs (アプリケーションログ) を最大 3 つまで追加で
きます。

9. [Metrics] (メトリクス) で、要件に応じて SAP Netweaver メトリクスを選択できます。SAP 
Netweaver のメトリクス名は、sap で始まります。コンポーネントごとに最大 40 個のメトリクスを
追加できます。

10. [Custom alarms] (カスタムアラーム) では、CloudWatch Application Insights によってモニターリング
するアラームを追加できます。

11. アプリケーションのモニターリング設定を確認し、[Save] (保存) を選択します。設定を送信すると、
アカウントで SAP Netweaver システムのすべてのメトリクスとアラームが更新されます。

CloudWatch Application Insights で検出された SAP Netweaver 
に関する問題の表示とトラブルシューティング
次のセクションでは、Application Insights で SAP Netweaver のモニターリングを設定する際に発生する一
般的なトラブルシューティングのシナリオを解決する手順について説明します。

トラブルシューティングのトピック
• SAP NetWeaver データベース接続の問題 (p. 777)
• SAP NetWeaver アプリケーションの可用性に関する問題 (p. 780)

SAP NetWeaver データベース接続の問題

説明

SAP NetWeaver アプリケーションにデータベース接続の問題が発生しています。

原因

接続の問題を特定するには、CloudWatch Application Insights コンソールに移動し、SAP NetWeaver 
Application Insights の問題ダッシュボードを確認します。[Problem summary] (問題の概要) でリンクを選
択すると、特定の問題が表示されます。
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次の例では、[Problem summary] (問題の概要) の下で「SAP: Availability」(SAP: 可用性) が問題として表
示されています。

[Problem summary] (問題の概要) のすぐ後に、[Insight] (インサイト) セクションには、エラーに関する詳細
なコンテキスト、および問題の原因に関する詳細情報を取得できる場所が表示されます。

同じ問題ダッシュボードで、問題の検出によってグループ化された関連ログとメトリクスを表示すると、
エラーの原因の切り分けに役立ちます。sap_alerts_Availability メトリクスは、SAP NetWeaver 
システムの可用性を経時的に追跡します。履歴追跡を使用して、メトリクスがエラー状態になったり、ア
ラームのしきい値を超過したりした日時を関連付けることができます。次の例では、SAP NetWeaver シス
テムに可用性の問題があります。この例では、2 つのアラームが表示されています。これは、SAP アプリ
ケーションサーバーインスタンスが 2 つあり、インスタンスごとに 1 つのアラームが作成されているため
です。

各アラームの詳細については、sap_alerts_Availability メトリクス名にカーソルを合わせてくださ
い。
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次の例では、sap_alerts_Database メトリクスはデータベースレイヤーに問題や障害があることを示
しています。このアラームは、SAP NetWeaver でデータベースへの接続やデータベースとの通信に問題が
発生したことを示します。

データベースは SAP NetWeaver の重要なリソースであるため、データベースに問題や障害が発生する
と、関連するアラームが数多く表示されることがあります。次の例では、データベースが使用できないた
め、sap_alerts_FrontendResponseTime および sap_alerts_LongRunners メトリクスが開始さ
れます。

解像度
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Application Insights は、検出された問題を 1 時間ごとにモニターリングします。SAP NetWeaver ロ
グファイルに新しい関連ログエントリがない場合、古いログエントリは解決済みとして処理されま
す。CloudWatch アラームに関連するエラー条件をすべて修正する必要があります。エラー条件が修正さ
れた後、アラームとログが復旧するとアラームが解決されます。CloudWatch ログのエラーとアラームが
すべて解決されると、Application Insights はエラーの検出を停止し、問題は 1 時間以内に自動的に解決さ
れます。問題ダッシュボードに最新の問題が表示されるように、ログのエラー条件とアラームすべてを解
決することをお勧めします。

次の例では、SAP Availability の問題が解決されています。

SAP NetWeaver アプリケーションの可用性に関する問題

説明

SAP NetWeaver High Availability Enqueue Replication が機能しなくなりました。

原因

接続の問題を特定するには、CloudWatch Application Insights コンソールに移動し、SAP NetWeaver 
Application Insights の問題ダッシュボードを確認します。[Problem summary] (問題の概要) でリンクを選
択すると、特定の問題が表示されます。
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次の例では、[Problem summary] (問題の概要) の下で、「High Availability Enqueue Replication」が問題と
して表示されています。

[Problem summary] (問題の概要) のすぐ後に、[Insight] (インサイト) セクションには、エラーに関する詳細
なコンテキスト、および問題の原因に関する詳細情報を取得できる場所が表示されます。

次の例は、エラーの原因の分離に役立つようにグループ化されたログとメトリクスが表示される問題ダッ
シュボードを示しています。sap_enqueue_server_replication_state メトリクスは値を経時的に
追跡します。履歴追跡を使用して、メトリクスがエラー状態になったり、アラームのしきい値を超過した
りした日時を関連付けることができます。

次の例では、ha_cluster_pacemaker_fail_count メトリクスは、高可用性ペースメーカークラス
ターでリソース障害が発生したことを示しています。フェイルカウントが 1 以上の特定のペースメーカー
リソースは、コンポーネントダッシュボードで特定されます。
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次の例は、問題が検出されたときに SAP アプリケーションのパフォーマンスが低下したことを示す
sap_alerts_Shortdumps メトリクスを示しています。

ログ

ログエントリは、問題が検出されたときに SAP NetWeaver レイヤーで発生した問題をより適切に理解す
るのに役立ちます。問題ダッシュボードのロググループウィジェットには、問題の具体的な発生時刻が表
示されます。
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ログに関する詳細情報を表示するには、右上隅にある縦に並んだ 3 つのドットを選択し、[View in 
CloudWatch Logs Insights] (CloudWatch Logs Insights で表示) を選択します。

次の手順を使用して、問題ダッシュボードに表示されたメトリクスとアラームに関する詳細情報を取得し
ます。

メトリクスとアラームに関する追加情報を取得するには

1. CloudWatch コンソール を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) の下にある [Application Insights] を選択しま

す。次に、[List view] (リストビュー) タブを選択し、アプリケーションを選択します。
3. [Components] (コンポーネント) タブを選択します。次に、詳細情報を取得する SAP NetWeaver コン

ポーネントを選択します。

次の例は、問題ダッシュボードに表示された ha_cluster_pacemaker_fail_count メトリクスを
含む [HA Metrics] (HA メトリクス) セクションを示しています。
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解像度

Application Insights は、検出された問題を 1 時間ごとにモニターリングします。SAP NetWeaver ログファ
イルに新しい関連ログエントリがない場合、古いログエントリは解決済みとして処理されます。この問題
に関連するエラー条件をすべて修正する必要があります。

sap_alerts_Shortdumps アラームについては、トランザクションコード RZ20 # R3Abap # 
Shortdumps を使用して CCMS アラートに移動し、SAP NetWeaver システム内のアラートを解決
する必要があります。CCMS アラートの詳細については、「SAP Web サイト」を参照してくださ
い。Shortdumps ツリーのすべての CCMS アラートを解決します。SAP NetWeaver システムですべての
アラートが解決されると、CloudWatch はアラーム状態のメトリクスを報告しなくなります。

CloudWatch ログのエラーとアラームがすべて解決されると、Application Insights はエラーの検出を停止
し、問題は 1 時間以内に自動的に解決されます。問題ダッシュボードに最新の問題が表示されるように、
ログのエラー条件とアラームすべてを解決することをお勧めします。次の例では、「SAP Netweaver High 
Availability Enqueue Replication」の問題が解決されています。

SAP Netweaver 用 Application Insights のトラブルシューティン
グ
このセクションでは、Application Insights ダッシュボードから返される一般的なエラーを解決するための
手順について説明します。

60 を超えるモニターリングメトリクスを追加できない

返されたエラー: Component cannot have more than 60 monitored metrics.

根本原因: The current metric limit is 60 monitor metrics per component.

解決方法: 制限の準拠に必要のないメトリクスを削除します。

オンボーディング処理後、SAP メトリクスがダッシュボードに表示されない

785

https://help.sap.com/docs/SAP_NETWEAVER_701/6f45651d6c4b1014a50f9ef0fc8df39d/408dc4a7c415437a9b91d2ef6caa9d7d.html


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
チュートリアル: SAP NetWeaver 

のモニターリングを設定する

根本原因: コンポーネントダッシュボードでは、データポイントを集約するために 5 分のメトリクス期間
が使用されます。

解決方法: 5 分後にすべてのメトリクスがダッシュボードに表示されます。

SAP メトリクスとアラームがダッシュボードに表示されない

次の手順に従って、オンボーディング処理後に SAP メトリクスとアラームがダッシュボードに表示されな
い理由を特定してください。

メトリクスとアラームの問題を特定するには

1. CloudWatch コンソール を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Insights] (インサイト) の下にある [Application Insights] を選択しま

す。次に、[List view] (リストビュー) タブを選択し、アプリケーションを選択します。
3. [Configuration history] (設定履歴) タブを選択します。
4. メトリクスのデータポイントが欠落している場合は、prometheus-sap_host_exporter に関連す

るエラーがないかチェックしてください。
5. 前のステップでエラーが見つからなかった場合は、Linux インスタンスに接続します。High 

Availability デプロイでは、プライマリクラスターの Amazon EC2 インスタンスに接続します。
6. インスタンスで、次のコマンドを使用してエクスポーターが実行されていることを検証します。デ

フォルトのポート番号は 9680 です。別のポートを使用している場合は、9680 を使用しているポー
ト番号に置き換えてください。

curl localhost:9680/metrics

データが返されない場合、エクスポーターは起動に失敗しています。
7. 次のコマンドを実行して、エクスポーターのサービスログにエラーがないかチェックします。

sudo journalctl -e --unit=prometheus-sap_host_exporter.service

このコマンドでエラーが返されない場合は、次のステップに進みます。
8. 次のコマンドを実行して、エクスポーターマネージャーのサービスログにエラーがないかチェックし

ます。

sudo journalctl -e --unit=prometheus-sap_host_exporter_manager.service

Note

このサービスを常時起動し稼働させておく必要があります。

このコマンドでエラーが返されない場合は、次のステップに進みます。
9. 次のコマンドを実行して、エクスポーターを手動で起動します。次に、エクスポーターの出力を

チェックします。

sudo /opt/aws/sap_host_exporter/sap_host_exporter

エラーをチェックしたら、エクスポーターの処理を終了できます。

根本原因: この問題の原因はいくつか考えられます。一般的な原因は、エクスポーターがアプリケーション
サーバーインスタンスのいずれかに接続できなかったことです。

[Resolution] (解像度)
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次の手順を使用して、エクスポーターをアプリケーションサーバーインスタンスに接続します。SAP アプ
リケーションインスタンスが実行中であることを確認し、SAPControl を使用してインスタンスに接続しま
す。

エクスポーターをアプリケーションサーバーインスタンスに接続するには

1. Amazon EC2 インスタンスで、次のコマンドを実行して SAP アプリケーションが実行されているこ
とを検証します。

sapcontrol -nr <App_InstNo> -function GetProcessList

2. 正常に機能する SAPControl 接続を確立する必要があります。SAPControl 接続が機能しない場合は、
関連する SAP アプリケーションインスタンスで問題の根本原因を見つけてください。

3. SAPControl 接続の問題を修正した後にエクスポーターを手動で起動するには、次のコマンドを実行し
ます。

sudo systemctl start prometheus-sap_host_exporter.service

4. SAPControl 接続の問題を解決できない場合は、一時的な修正として次の手順を使用してください。

a. AWS Systems Manager コンソールを開きます。
b. 左側のナビゲーションペインで、[State Manager] (ステートマネージャー) を選択します。
c. [Associations] (関連付け) で、SAP NetWeaver システムの関連付けを検索します。

Association Name: Equal: AWS-ApplicationInsights-
SSMSAPHostExporterAssociationForCUSTOMSAPNW<SID>-1

d. [Association id] (関連付け ID) を選択します。
e. [Parameters] (パラメータ) タブを選択し、additionalArguments からアプリケーションサーバー番

号を削除します。
f. [Apply association now] (関連付けを今すぐ適用) を選択します。

Note

これは一時的な修正です。コンポーネントのモニターリング設定が更新されると、イン
スタンスは再び追加されます。

Amazon CloudWatch Application Insights での検出さ
れた問題の表示とトラブルシューティング
このセクションのトピックでは、Application Insights で表示される検出された問題とインサイトに関する
詳細情報を提供します。また、アカウントまたは設定で検出された問題の推奨される解決策も提供しま
す。

トラブルシューティングのトピック
• CloudWatch コンソールの概要 (p. 788)
• Application Insights の問題の概要ページ (p. 788)
• フィードバック (p. 788)
• 設定エラー (p. 789)
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CloudWatch コンソールの概要
モニターリングされるアプリケーションに影響する問題の概要は、CloudWatch コンソールの概要
ページで、CloudWatch Application Insights ペインの下に表示されます。詳細については、「Amazon 
CloudWatch Application Insights の開始方法 (p. 689)」を参照してください。

CloudWatch Application Insights の概要ペインには、次が表示されます。

• 検出された問題の重大度: 高/中/低
• 問題の簡単な概要
• 問題のソース
• 問題が発生した時刻
• 問題の解決のステータス
• 影響を受けるリソースグループ

特定の問題の詳細を確認するには、[Problem Summary] (問題の概要) で、問題の説明を選択します。詳細
なダッシュボードに、問題へのインサイト、関連メトリクスの異常、およびログエラーのスニペットが表
示されます。インサイトが有益かどうかを選択することで、インサイトの関連度に関するフィードバック
を提供できます。

新しい未設定のリソースが検出された場合は、問題の概要の説明から [Edit configuration] (設定の編集) 
ウィザードに移動して新しいリソースを設定します。詳細なダッシュボードの右上にある [View/edit 
configuration] (設定の表示/編集) を選択して、リソースグループの設定を表示または編集できます。

概要に戻るには、CloudWatch Application Insights の詳細なダッシュボードのヘッダーの横にある [Back to 
overview (概要に戻る)] を選択します。

Application Insights の問題の概要ページ
Application Insights の問題の概要ページ

CloudWatch Application Insights では、問題の概要ページで検出された問題に関する次の情報が提供されま
す。

• 問題の簡単な概要
• 問題の発生日時
• 問題の重大度: 高/中/低
• 検出された問題のステータス: 進行中/解決済み
• インサイト: 検出された問題と考えられる根本原因に関して自動生成されるインサイト
• インサイトに関するフィードバック: CloudWatch Application Insights で生成されたインサイトの有益性

についてユーザーが提供したフィードバック
• 関連する監視結果: さまざまなアプリケーションコンポーネントにまたがる問題に関連するメトリクスの

異常とログのエラースニペットの詳細ビュー

フィードバック
フィードバック

検出された問題への自動生成されたインサイトが有益であるかどうかを判定することで、インサイトに
対するフィードバックを提供できます。インサイトに対するユーザーからのフィードバックとアプリケー
ションの診断結果 (メトリクスの異常とログの例外) は、今後同様の問題が発生した場合の検出を向上させ
るために使用されます。
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設定エラー
CloudWatch Application Insights は、ユーザーの設定を使用してコンポーネントのモニターリングテレメト
リを作成します。Application Insights は、ユーザーのアカウントや設定で問題を検出すると、アプリケー
ション設定の問題を解決する方法に関する情報を [Remarks] (解説) フィールドに表示します。

次の表は、解説ごとの推奨される解決策を示しています。

解説 推奨される解決策 追加のメモ

CloudFormation のクォータにす
でに達しています。

Application Insights は、すべて
のアプリケーションコンポー
ネントについて CloudWatch 
エージェントのインストール
と設定を管理するために、ア
プリケーションごとに 1 つの 
ClooudFormation スタックを作成
します。デフォルトでは、AWS 
アカウントごとに 2000 のス
タックを使用できます。「AWS 
CloudFormation 制限」をご参照
ください。この問題を解決する
には、CloudFormation スタック
の制限を引き上げます。

該当なし

以下のインスタンスに SSM イン
スタンスロールがありません。

Application Insights でアプリ
ケーションインスタンスに 
CloudWatch エージェントを
インストールして設定するに
は、AmazonSSMManagedInstanceCore 
ポリシーと 
CloudWatchAgentServerPolicy ポ
リシーをインスタンスロールに
アタッチする必要があります。

Application Insights は、SSM
DescribeInstanceInformation API
を呼び出して、SSM アクセス
許可が設定されたインスタン
スのリストを取得します。ロー
ルをインスタンスにアタッチ
してから SSM がインスタンス
を DescribeInstanceInformation 
の結果に含めるまでに時間
がかかります。SSM がイン
スタンスを結果に含めるま
では、アプリケーションの 
NO_SSM_INSTANCE_ROLE エ
ラーがそのまま残ります。

新しいコンポーネントは設定を
必要とする場合があります。

Application Insights は、アプリ
ケーションのリソースグルー
プに新しいコンポーネントが
あることを検出しました。この
問題を解決するには、新しいコ
ンポーネントを適切に設定しま
す。

該当なし

Amazon CloudWatch Application Insights でサポート
されるログとメトリクス
Amazon CloudWatch Application Insights でサポートされるログとメトリクスを以下に一覧表示します。

CloudWatch Application Insights でサポートされるログは以下のとおりです。
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• Microsoft Internet Information Services (IIS) のログ
• EC2 における SQL Server のエラーログ
• .NET アプリケーションのカスタムログ (Log4Net など)
• Windows ログ (システム、アプリケーション、セキュリティ)、アプリケーションとサービスログを含む 

Windows イベントログ
• AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs
• EC2 上の RDS MySQL、Aurora MySQL、MySQL のエラーログとスローログ
• EC2 上の PostgreSQL RDS および PostgreSQL の Postgresql ログ
• AWS Step Functions の Amazon CloudWatch Logs
• API Gateway REST API ステージの実行ログとアクセスログ (JSON、CSV、XML、ただし、CLF を除

く)
• Prometheus JMX Exporter ログ (EMF)
• Amazon RDS の Oracle と Amazon EC2 の Oracle のアラートログとリスナーログ
• コンテナは、awslogs ログドライバーを使用して Amazon ECS コンテナから CloudWatch へのルー

ティングを記録します。
• コンテナは、FireLens コンテナログルーターを使用して Amazon ECS コンテナから CloudWatch への

ルーティングを記録します。
• コンテナは、Container Insights を含む Fluent Bit または Fluentd ログプロセッサを使用して、Amazon 

EC2 で実行されている Amazon EKS または Kubernetes から CloudWatch へのルーティングを記録しま
す。

• SAP HANA の追跡およびエラーログ
• HA Pacemaker ログ
• SAP NetWeaver 開発者のトレースログ
• CloudWatch エージェント用の proctstat プラグイン (p. 942)を使用した Windows プロセスのプロセス

メトリクス
• ホストゾーンのパブリック DNS クエリログ
• Amazon Route 53 Resolver DNS クエリログ

CloudWatch Application Insights でサポートされるアプリケーションコンポーネントのメトリクスは以下の
とおりです。

• Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)  (p. 792)
• CloudWatch の組み込みメトリクス (p. 792)
• CloudWatch エージェントのメトリクス (Windows サーバー) (p. 792)
• CloudWatch エージェントのプロセスメトリクス (Windows サーバー) (p. 796)
• CloudWatch エージェントのメトリクス (Linux サーバー) (p. 796)

• Elastic Block Store (EBS)  (p. 799)
• Amazon Elastic File System (Amazon EFS) (p. 799)
• Elastic Load Balancer (ELB)  (p. 800)
• Application ELB  (p. 800)
• Amazon EC2 Auto Scaling グループ  (p. 801)
• Amazon Simple Queue Server (SQS)  (p. 801)
• Amazon Relational Database Service (RDS)  (p. 802)

• RDS データベースインスタンス (p. 802)
• RDS データベースクラスター (p. 802)

• AWS Lambda 関数  (p. 804)
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• Amazon DynamoDB テーブル (p. 804)
• Amazon S3 バケット (p. 804)
• AWS Step Functions (p. 805)

• Execution-level (p. 805)
• アクティビティ (p. 805)
• Lambda 関数 (p. 806)
• サービス統合 (p. 806)
• Step Functions API (p. 806)

• API Gateway REST API ステージ (p. 807)
• SAP HANA (p. 807)
• SAP NetWeaver (p. 811)
• HA Cluster (p. 815)
• Java (p. 815)
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) (p. 816)

• CloudWatch の組み込みメトリクス (p. 816)
• Container Insights のメトリクス (p. 816)
• Container Insights Prometheus メトリクス (p. 817)

• AWS での Kubernetes (p. 818)
• Container Insights のメトリクス (p. 818)
• Container Insights Prometheus メトリクス (p. 819)

• Amazon FSx (p. 820)
• Amazon VPC (p. 820)
• Amazon VPC NAT ゲートウェイ (p. 820)
• Amazon Route 53 ヘルスチェック (p. 820)
• Amazon Route 53 ホストゾーン (p. 821)
• Amazon Route 53 Resolver エンドポイント (p. 821)
• AWS Network Firewall ルールグループ (p. 821)
• AWS Network Firewall ルールグループ関連付け (p. 821)
• メトリクスのデータポイント要件  (p. 821)

• AWS/ApplicationELB (p. 822)
• AWS Autoscaling (p. 822)
• AWS/EC2 (p. 823)
• Elastic Block Store (EBS) (p. 823)
• AWS/ELB (p. 824)
• AWS/RDS (p. 824)
• AWS/Lambda (p. 825)
• AWS/SQS (p. 826)
• AWS/CWAgent (p. 826)
• AWS/DynamoDB (p. 827)
• AWS/S3 (p. 828)
• AWS/States (p. 828)
• AWS/ApiGateway (p. 829)
• AWS/SNS (p. 829)

• 推奨メトリクス (p. 830)
• パフォーマンスカウンタのメトリクス  (p. 849)
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Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

メトリクス
• CloudWatch の組み込みメトリクス (p. 792)
• CloudWatch エージェントのメトリクス (Windows サーバー) (p. 792)
• CloudWatch エージェントのプロセスメトリクス (Windows サーバー) (p. 796)
• CloudWatch エージェントのメトリクス (Linux サーバー) (p. 796)

CloudWatch の組み込みメトリクス

CPUCreditBalance

CPUCreditUsage

CPUSurplusCreditBalance

CPUSurplusCreditsCharged

CPUUtilization

DiskReadBytes

DiskReadOps

DiskWriteBytes

DiskWriteOps

EBSByteBalance%

EBSIOBalance%

EBSReadBytes

EBSReadOps

EBSWriteBytes

EBSWriteOps

NetworkIn

NetworkOut

NetworkPacketsIn

NetworkPacketsOut

StatusCheckFailed

StatusCheckFailed_Instance

StatusCheckFailed_System

CloudWatch エージェントのメトリクス (Windows サーバー)

.NET CLR Exceptions # of Exceps Thrown
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.NET CLR Exceptions # of Exceps Thrown/Sec

.NET CLR Exceptions # of Filters/sec

.NET CLR Exceptions # of Finallys/sec

.NET CLR Exceptions Throw to Catch Depth/sec

.NET CLR Interop # of CCWs

.NET CLR Interop # of Stubs

.NET CLR Interop # of TLB exports/sec

.NET CLR Interop # of TLB imports/sec

.NET CLR Interop # of marshaling

.NET CLR Jit % Time in Jit

.NET CLR Jit Standard Jit Failures

.NET CLR Loading % Time Loading

.NET CLR Loading Rate of Load Failures

.NET CLR LocksAndThreads Contention Rate/sec

.NET CLR LocksAndThreads Queue Length/sec

.NET CLR Memory # Total Committed Bytes

.NET CLR Memory % Time in GC

.NET CLR Networking 4.0.0.0 HttpWebRequest Average Queue Time

.NET CLR Networking 4.0.0.0 HttpWebRequests Aborted/sec

.NET CLR Networking 4.0.0.0 HttpWebRequests Failed/sec

.NET CLR Networking 4.0.0.0 HttpWebRequests Queued/sec

APP_POOL_WAS Total Worker Process Ping Failures

ASP.NET Application Restarts

ASP.NET Applications % Managed Processor Time (estimated)

ASP.NET Applications Errors Total/Sec

ASP.NET Applications Errors Unhandled During Execution/sec

ASP.NET Applications Requests in Application Queue

ASP.NET Applications Requests/Sec

ASP.NET Request Wait Time

ASP.NET Requests Queued

HTTP Service Request Queues CurrentQueueSize
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LogicalDisk % Free Space

Memory % Committed Bytes In Use

Memory Available Mbytes

Memory Pages/sec

Network Interface Bytes Total/sec

Paging File % Usage

PhysicalDisk % Disk Time

PhysicalDisk Avg。Disk Queue Length

PhysicalDisk Avg。Disk sec/Read

PhysicalDisk Avg。Disk sec/Write

PhysicalDisk Disk Read Bytes/sec

PhysicalDisk Disk Reads/sec

PhysicalDisk Disk Write Bytes/sec

PhysicalDisk Disk Writes/sec

Processor % Idle Time

Processor % Interrupt Time

Processor % Processor Time

Processor % User Time

SQLServer:Access Methods Forwarded Records/sec

SQLServer:Access Methods Full Scans/sec

SQLServer:Access Methods Page Splits/sec

SQLServer:Buffer Manager Buffer cache hit ratio

SQLServer:Buffer Manager Page life expectancy

SQLServer:General Statistics Processes blocked

SQLServer:General Statistics User Connections

SQLServer:Latches Average Latch Wait Time (ms)

SQLServer:Locks Average Wait Time (ms)

SQLServer:Locks Lock Timeouts/sec

SQLServer:Locks Lock Waits/sec

SQLServer:Locks Number of Deadlocks/sec

SQLServer:Memory Manager Memory Grants Pending
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SQLServer:SQL Statistics Batch Requests/sec

SQLServer:SQL Statistics SQL Compilations/sec

SQLServer:SQL Statistics SQL Re-Compilations/sec

System Processor Queue Length

TCPv4 Connections Established

TCPv6 Connections Established

W3SVC_W3WP File Cache Flushes

W3SVC_W3WP File Cache Misses

W3SVC_W3WP Requests/Sec

W3SVC_W3WP URI Cache Flushes

W3SVC_W3WP URI Cache Misses

Web Service Bytes Received/Sec

Web Service Bytes Sent/Sec

Web Service Connection attempts/sec

Web Service Current Connections

Web Service Get Requests/sec

Web Service Post Requests/sec

受信したバイト数/秒

通常のメッセージキューの長さ/秒

緊急のメッセージキューの長さ/秒

再接続の回数

未確認のメッセージキューの長さ/秒

未処理のメッセージ

送信されたメッセージ/秒

データベース更新メッセージ/秒

更新メッセージ/秒

フラッシュ/秒

保存された暗号化のチェックポイント/秒

復元された暗号化のチェックポイント/秒

復元されたレジストリのチェックポイント/秒

保存されたレジストリのチェックポイント/秒
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クラスターでの API コール/秒

リソースでの API コール/秒

クラスターでの処理/秒

リソースでの処理/秒

CloudWatch エージェントのプロセスメトリクス (Windows サーバー)

プロセスメトリクスは、CloudWatch エージェント procstat プラグイン (p. 942)を使用して収集されま
す。Windows ワークロードを実行する Amazon EC2 インスタンスのみがプロセスメトリクスをサポート
します。

procstat cpu_time_system

procstat cpu_time_user

procstat cpu_usage

procstat memory_rss

procstat memory_vms

procstat read_bytes

procstat write_bytes

.procstat read_count

procstat write_count

CloudWatch エージェントのメトリクス (Linux サーバー)

cpu_time_active

cpu_time_guest

cpu_time_guest_nice

cpu_time_idle

cpu_time_iowait

cpu_time_irq

cpu_time_nice

cpu_time_softirq

cpu_time_steal

cpu_time_system

cpu_time_user

cpu_usage_active

cpu_usage_guest

cpu_usage_guest_nice
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cpu_usage_idle

cpu_usage_iowait

cpu_usage_irq

cpu_usage_nice

cpu_usage_softirq

cpu_usage_steal

cpu_usage_system

cpu_usage_user

disk_free

disk_inodes_free

disk_inodes_used

disk_used

disk_used_percent

diskio_io_time

diskio_iops_in_progress

diskio_read_bytes

diskio_read_time

diskio_reads

diskio_write_bytes

diskio_write_time

diskio_writes

mem_active

mem_available

mem_available_percent

mem_buffered

mem_cached

mem_free

mem_inactive

mem_used

mem_used_percent

net_bytes_recv
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net_bytes_sent

net_drop_in

net_drop_out

net_err_in

net_err_out

net_packets_recv

net_packets_sent

netstat_tcp_close

netstat_tcp_close_wait

netstat_tcp_closing

netstat_tcp_established

netstat_tcp_fin_wait1

netstat_tcp_fin_wait2

netstat_tcp_last_ack

netstat_tcp_listen

netstat_tcp_none

netstat_tcp_syn_recv

netstat_tcp_syn_sent

netstat_tcp_time_wait

netstat_udp_socket

processes_blocked

processes_dead

processes_idle

processes_paging

processes_running

processes_sleeping

processes_stopped

processes_total

processes_total_threads

processes_wait

processes_zombies
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swap_free

swap_used

swap_used_percent

Elastic Block Store (EBS)
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

VolumeReadBytes

VolumeWriteBytes

VolumeReadOps

VolumeWriteOps

VolumeTotalReadTime

VolumeTotalWriteTime

VolumeIdleTime

VolumeQueueLength

VolumeThroughputPercentage

VolumeConsumedReadWriteOps

BurstBalance

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

BurstCreditBalance

PercentIOLimit

PermittedThroughput

MeteredIOBytes

TotalIOBytes

DataWriteIOBytes

DataReadIOBytes

MetadataIOBytes

ClientConnections

TimeSinceLastSync

StorageBytes

スループット

PercentageOfPermittedThroughputUtilization
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ThroughputIOPS

PercentThroughputDataReadIOByte

PercentThroughputDataWriteIOBytes

PercentageOfIOPSDataReadIOBytes

PercentageOfIOPSDataWriteIOBytes

AverageDataReadIOBytesSize

AverageDataWriteIOBytesSize

Elastic Load Balancer (ELB)
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

EstimatedALBActiveConnectionCount

EstimatedALBConsumedLCUs

EstimatedALBNewConnectionCount

EstimatedProcessedBytes

HTTPCode_Backend_4XX

HTTPCode_Backend_5XX

HealthyHostCount

RequestCount

UnHealthyHostCount

Application ELB
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

EstimatedALBActiveConnectionCount

EstimatedALBConsumedLCUs

EstimatedALBNewConnectionCount

EstimatedProcessedBytes

HTTPCode_Backend_4XX

HTTPCode_Backend_5XX

HealthyHostCount

レイテンシー

RequestCount

SurgeQueueLength

UnHealthyHostCount
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Amazon EC2 Auto Scaling グループ
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

CPUCreditBalance

CPUCreditUsage

CPUSurplusCreditBalance

CPUSurplusCreditsCharged

CPUUtilization

DiskReadBytes

DiskReadOps

DiskWriteBytes

DiskWriteOps

EBSByteBalance%

EBSIOBalance%

EBSReadBytes

EBSReadOps

EBSWriteBytes

EBSWriteOps

NetworkIn

NetworkOut

NetworkPacketsIn

NetworkPacketsOut

StatusCheckFailed

StatusCheckFailed_Instance

StatusCheckFailed_System

Amazon Simple Queue Server (SQS)
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

ApproximateAgeOfOldestMessage

ApproximateNumberOfMessagesDelayed

ApproximateNumberOfMessagesNotVisible

ApproximateNumberOfMessagesVisible

NumberOfEmptyReceives
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NumberOfMessagesDeleted

NumberOfMessagesReceived

NumberOfMessagesSent

Amazon Relational Database Service (RDS)
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

メトリクス
• RDS データベースインスタンス (p. 802)
• RDS データベースクラスター (p. 802)

RDS データベースインスタンス

BurstBalance

CPUCreditBalance

CPUUtilization

DatabaseConnections

DiskQueueDepth

FailedSQLServerAgentJobsCount

FreeStorageSpace

FreeableMemory

NetworkReceiveThroughput

NetworkTransmitThroughput

ReadIOPS

ReadLatency

ReadThroughput

WriteIOPS

WriteLatency

WriteThroughput

RDS データベースクラスター

ActiveTransactions

AuroraBinlogReplicaLag

AuroraReplicaLag

BackupRetentionPeriodStorageUsed

BinLogDiskUsage
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BlockedTransactions

BufferCacheHitRatio

CPUUtilization

CommitLatency

CommitThroughput

DDLLatency

DDLThroughput

DMLLatency

DMLThroughput

DatabaseConnections

デッドロック

DeleteLatency

DeleteThroughput

EngineUptime

FreeLocalStorage

FreeableMemory

InsertLatency

InsertThroughput

LoginFailures

NetworkReceiveThroughput

NetworkThroughput

NetworkTransmitThroughput

クエリ

ResultSetCacheHitRatio

SelectLatency

SelectThroughput

SnapshotStorageUsed

TotalBackupStorageBilled

UpdateLatency

UpdateThroughput

VolumeBytesUsed

VolumeReadiOps
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VolumeWriteIOPs

AWS Lambda 関数
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

エラー

DeadLetterErrors

所要時間

スロットリング

IteratorAge

ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations

Amazon DynamoDB テーブル
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

SystemErrors

UserErrors

ConsumedReadCapacityUnits

ConsumedWriteCapacityUnits

調整イベントの読み込み

調整イベントの書き込み

TimeToLiveDeletedItemCount

条件チェックが失敗したリクエスト

TransactionConflict

ReturnedRecordsCount

PendingReplicationCount

ReplicationLatency

Amazon S3 バケット
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

ReplicationLatency

BytesPendingReplication

OperationsPendingReplication

4xxErrors

5xxErrors
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AllRequests

GetRequests

PutRequests

DeleteRequests

HeadRequests

PostRequests

SelectRequests

ListRequests

SelectScannedBytes

SelectReturnedBytes

FirstByteLatency

TotalRequestLatency

BytesDownloaded

BytesUploaded

AWS Step Functions
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

メトリクス
• Execution-level (p. 805)
• アクティビティ (p. 805)
• Lambda 関数 (p. 806)
• サービス統合 (p. 806)
• Step Functions API (p. 806)

Execution-level

ExecutionTime

ExecutionThrottled

ExecutionsFailed

ExecutionsTimedOut

ExecutionsAborted

ExecutionsSucceeded

ExecutionsStarted

アクティビティ

ActivityRunTime
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ActivityScheduleTime

ActivityTime

ActivitiesFailed

ActivitiesHeartbeatTimedOut

ActivitiesTimedOut

ActivitiesScheduled

ActivitiesSucceeded

ActivitiesStarted

Lambda 関数

LambdaFunctionRunTime

LambdaFunctionScheduleTime

LambdaFunctionTime

LambdaFunctionsFailed

LambdaFunctionsTimedOut

LambdaFunctionsScheduled

LambdaFunctionsSucceeded

LambdaFunctionsStarted

サービス統合

ServiceIntegrationRunTime

ServiceIntegrationScheduleTime

ServiceIntegrationTime

ServiceIntegrationsFailed

ServiceIntegrationsTimedOut

ServiceIntegrationsScheduled

ServiceIntegrationsSucceeded

ServiceIntegrationsStarted

Step Functions API

ThrottledEvents

ProvisionedBucketSize

ProvisionedRefillRate

ConsumedCapacity
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API Gateway REST API ステージ
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

4XXError

5XXError

IntegrationLatency

レイテンシー

DataProcessed

CacheHitCount

CacheMissCount

SAP HANA
Note

CloudWatch Application Insights は、単一の SID HANA 環境のみをサポートしています。複数の 
HANA SID がアタッチされている場合、最初に検出された SID に対してのみモニターリングが
セットアップされます。

CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

hanadb_every_service_started_status

hanadb_daemon_service_started_status

hanadb_preprocessor_service_started_status

hanadb_webdispatcher_service_started_status

hanadb_compileserver_service_started_status

hanadb_nameserver_service_started_status

hanadb_server_startup_time_variations_seconds

hanadb_level_5_alerts_count

hanadb_level_4_alerts_count

hanadb_out_of_memory_events_count

hanadb_max_trigger_read_ratio_percent

hanadb_max_trigger_write_ratio_percent

hanadb_log_switch_wait_ratio_percent

hanadb_log_switch_race_ratio_percent

hanadb_time_since_last_savepoint_seconds

hanadb_disk_usage_highlevel_percent

hanadb_max_converter_page_number_count
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hanadb_long_running_savepoints_count

hanadb_failed_io_reads_count

hanadb_failed_io_writes_count

hanadb_disk_data_unused_percent

hanadb_current_allocation_limit_used_percent

hanadb_table_allocation_limit_used_percent

hanadb_host_total_physical_memory_mb

hanadb_host_physical_memory_used_mb

hanadb_host_physical_memory_free_mb

hanadb_swap_memory_free_mb

hanadb_swap_memory_used_mb

hanadb_host_allocation_limit_mb

hanadb_host_total_memory_used_mb

hanadb_host_total_peak_memory_used_mb

hanadb_host_total_allocation_limit_mb

hanadb_host_code_size_mb

hanadb_host_shared_memory_allocation_mb

hanadb_cpu_usage_percent

hanadb_cpu_user_percent

hanadb_cpu_system_percent

hanadb_cpu_waitio_percent

hanadb_cpu_busy_percent

hanadb_cpu_idle_percent

hanadb_long_delta_merge_count

hanadb_unsuccessful_delta_merge_count

hanadb_successful_delta_merge_count

hanadb_row_store_allocated_size_mb

hanadb_row_store_free_size_mb

hanadb_row_store_used_size_mb

hanadb_temporary_tables_count

hanadb_large_non_compressed_tables_count
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hanadb_total_non_compressed_tables_count

hanadb_longest_running_job_seconds

hanadb_average_commit_time_milliseconds

hanadb_suspended_sql_statements_count

hanadb_plan_cache_hit_ratio_percent

hanadb_plan_cache_lookup_count

hanadb_plan_cache_hit_count

hanadb_plan_cache_total_execution_microseconds

hanadb_plan_cache_cursor_duration_microseconds

hanadb_plan_cache_preparation_microseconds

hanadb_plan_cache_evicted_count

hanadb_plan_cache_evicted_microseconds

hanadb_plan_cache_evicted_preparation_count

hanadb_plan_cache_evicted_execution_count

hanadb_plan_cache_evicted_preparation_microseconds

hanadb_plan_cache_evicted_cursor_duration_microseconds

hanadb_plan_cache_evicted_total_execution_microseconds

hanadb_plan_cache_evicted_plan_size_mb

hanadb_plan_cache_count

hanadb_plan_cache_preparation_count

hanadb_plan_cache_execution_count

hanadb_network_collision_rate

hanadb_network_receive_rate

hanadb_network_transmit_rate

hanadb_network_packet_receive_rate

hanadb_network_packet_transmit_rate

hanadb_network_transmit_error_rate

hanadb_network_receive_error_rate

hanadb_time_until_license_expires_days

hanadb_is_license_valid_status

hanadb_local_running_connections_count
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hanadb_local_idle_connections_count

hanadb_remote_running_connections_count

hanadb_remote_idle_connections_count

hanadb_last_full_data_backup_age_days

hanadb_last_data_backup_age_days

hanadb_last_log_backup_age_hours

hanadb_failed_data_backup_past_7_days_count

hanadb_failed_log_backup_past_7_days_count

hanadb_oldest_backup_in_catalog_age_days

hanadb_backup_catalog_size_mb

hanadb_hsr_replication_status

hanadb_hsr_log_shipping_delay_seconds

hanadb_hsr_secondary_failover_count

hanadb_hsr_secondary_reconnect_count

hanadb_hsr_async_buffer_used_mb

hanadb_hsr_secondary_active_status

hanadb_handle_count

hanadb_ping_time_milliseconds

hanadb_connection_count

hanadb_internal_connection_count

hanadb_external_connection_count

hanadb_idle_connection_count

hanadb_transaction_count

hanadb_internal_transaction_count

hanadb_external_transaction_count

hanadb_user_transaction_count

hanadb_blocked_transaction_count

hanadb_statement_count

hanadb_active_commit_id_range_count

hanadb_mvcc_version_count

hanadb_pending_session_count
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hanadb_record_lock_count

hanadb_read_count

hanadb_write_count

hanadb_merge_count

hanadb_unload_count

hanadb_active_thread_count

hanadb_waiting_thread_count

hanadb_total_thread_count

hanadb_active_sql_executor_count

hanadb_waiting_sql_executor_count

hanadb_total_sql_executor_count

hanadb_data_write_size_mb

hanadb_data_write_time_milliseconds

hanadb_log_write_size_mb

hanadb_log_write_time_milliseconds

hanadb_data_read_size_mb

hanadb_data_read_time_milliseconds

hanadb_log_read_size_mb

hanadb_log_read_time_milliseconds

hanadb_data_backup_write_size_mb

hanadb_data_backup_write_time_milliseconds

hanadb_log_backup_write_size_mb

hanadb_log_backup_write_time_milliseconds

hanadb_mutex_collision_count

hanadb_read_write_lock_collision_count

hanadb_admission_control_admit_count

hanadb_admission_control_reject_count

hanadb_admission_control_queue_size_mb

hanadb_admission_control_wait_time_milliseconds

SAP NetWeaver
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

811



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
サポートされているログとメトリクス

メトリクス 説明

sap_alerts_ResponseTime CCMS (RZ20)>R3Services>Dialog>ResponseTime 
からの SAP 応答時間アラート。

sap_alerts_ResponseTimeDialog CCMS (RZ20)>R3Services>Dialog> 
ResponseTimeDialog からの SAP 応答時間ダイア
ログアラート。

sap_alerts_ResponseTimeDialogRFC CCMS (RZ20)>R3Services> 
Dialog>ResponseTimeDialogRFC からの SAP 応答
時間アラート。

sap_alerts_DBRequestTime CCMS 
(RZ20)>R3Services>Dialog>DBRequestTime から
の SAP 応答時間アラート。

sap_alerts_FrontendResponseTime CCMS (RZ20)>R3Services > 
Dialog>FrontEndResponseTime からの SAP 応答
時間アラート。

sap_alerts_Database SAP システムが、データベース関連のエラー
をログに記録しました。SM21 または CCMS 
(RZ20)>R3Syslog>Database からのアラート。

sap_alerts_QueueTime CCMS (RZ20)>R3Services>Dialog>QueueTime か
らの SAP キュータイムアラート。

sap_alerts_AbortedJobs SAP システムのバックグラウンドジョブ
が失敗しました。(RZ20)>R3Services > 
Background>AbortedJobs からのアラート。

sap_alerts_BasisSystem SAP システムがシステムレベルのエラーを
ログに記録しました。SM21 または CCMS 
(RZ20)>R3Syslog>BasisSystem からのアラート。

sap_alerts_Security SAP システムは、セキュリティ関連のメッセー
ジをログに記録しました。SM21 または CCMS 
(RZ20)>R3Syslog>Security からのアラート。

sap_alerts_System SAP システムは、セキュリティまたは監査関連の
メッセージをログに記録しました。SM21 または 
CCMS (RZ20)>Security>System からのアラート。

sap_alerts_LongRunners SAP システムには実行時間の長いプログラ
ムがあります。CCMS (RZ20)>R3Services > 
Dialog>LongRunners からのアラート。

sap_alerts_SqlError SAP データベースのクライアント
レイヤーのエラーログが存在しま
す。CCMS(RZ20)>DatabaseClient>AbapSql>SqlError 
からのアラート。

sap_alerts_State CCMS (RZ20)>OS Collector>State からの状態ア
ラート。

sap_alerts_Shortdumps ST22 および CCMS (RZ20)>R3Abap>Shortdumps 
からのショートダンプアラート。
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sap_alerts_Availability SM21、SM50、SM51、SM66、および CCMS 
(RZ20)>InstanceAsTask>Availability からの SAP 
アプリケーションサーバーインスタンスの可用性
アラート。

sap_dispatcher_queue_high SAPControl Web サービス関数
GetQueueStatistic は、ディスパッチャキュー
の上限数を提供します。

sap_dispatcher_queue_max SAPControl Web サービス関数
GetQueueStatistic は、ディスパッチャキュー
の最大数を提供します。

sap_dispatcher_queue_now SAPControl Web サービス関数
GetQueueStatistic は、ディスパッチャキュー
の現在の数を提供します。

sap_dispatcher_queue_reads SAPControl Web サービス関数
GetQueueStatistic は、ディスパッチャキュー
の読み込み回数を提供します。

sap_dispatcher_queue_writes SAPControl Web サービス関数
GetQueueStatistic は、ディスパッチャキュー
の書き込み回数を提供します。

sap_enqueue_server_arguments_high SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、高い値のエンキュー引数
を提供します。

sap_enqueue_server_arguments_max SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、最大値のエンキュー引数
を提供します。

sap_enqueue_server_arguments_now SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、現在の値のエンキュー引
数を提供します。

sap_enqueue_server_arguments_state SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキュー引数の状態を
提供します。

sap_enqueue_server_backup_requests SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューのバックアッ
プリクエスト数を提供します。

sap_enqueue_server_cleanup_requests SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューのクリーン
アップリクエスト数を提供します。

sap_enqueue_server_dequeue_all_requests SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、すべてのデキューリクエ
スト数を提供します。

sap_enqueue_server_dequeue_errors SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、デキューエラー数を提供
します。
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メトリクス 説明

sap_enqueue_server_dequeue_requests SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、デキューリクエスト数を
提供します。

sap_enqueue_server_enqueue_errors SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューエラー数を提
供します。

sap_enqueue_server_enqueue_rejects SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューが拒否された
回数を提供します。

sap_enqueue_server_enqueue_requests SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューリクエスト数
を提供します。

sap_enqueue_server_lock_time SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューロックの時刻
を提供します。

sap_enqueue_server_lock_wait_time SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューロックの待機
時間を提供します。

sap_enqueue_server_locks_high SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューロックの高い
数値の数を提供します。

sap_enqueue_server_locks_max SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューロックの最大
数を提供します。

sap_enqueue_server_locks_now SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューロックの現在
の数を提供します。

sap_enqueue_server_locks_state SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューロックの状態
を提供します。

sap_enqueue_server_owner_high SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキュー所有者の高い
数値の数を提供します。

sap_enqueue_server_owner_max SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキュー所有者の最大
数を提供します。

sap_enqueue_server_owner_now SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキュー所有者の現在
の数を提供します。

sap_enqueue_server_owner_state SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキュー所有者の状態
を提供します。
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メトリクス 説明

sap_enqueue_server_replication_state SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューのレプリケー
ション状態ステータスを提供します。

sap_enqueue_server_reporting_requests SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、レポートリクエストのス
テータスを提供します。

sap_enqueue_server_server_time SAPControl Web サービス関数
EnqGetStatistic は、エンキューサーバー時間
を提供します。

sap_HA_check_failover_config_state SAPControl Web サービス関数
HACheckFailoverConfig は、SAP High 
Availability のステータスを提供します。

sap_HA_get_failover_config_HAActive SAPControl Web サービス関数
HAGetFailoverConfig は、SAP High 
Availability クラスターの設定とステータスを提供
します。

sap_start_service_processes SAPControl Web サービス関数 GetProcessList
は、disp+work、IGS、gwrd、icman、メッセージ
サーバー、およびエンキューサーバープロセスの
ステータスを提供します。

HA Cluster
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

ha_cluster_pacemaker_stonith_enabled

ha_cluster_corosync_quorate

hanadb_webdispatcher_service_started_status

ha_cluster_pacemaker_nodes

ha_cluster_corosync_ring_errors

ha_cluster_pacemaker_fail_count

Java
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

java_lang_memory_heapmemoryusage_used

java_lang_memory_heapmemoryusage_committed

java_lang_operatingsystem_openfiledescriptorcount

java_lang_operatingsystem_maxfiledescriptorcount

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize
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java_lang_operatingsystem_freeswapspacesize

java_lang_threading_threadcount

java_lang_threading_daemonthreadcount

java_lang_classloading_loadedclasscount

java_lang_garbagecollector_collectiontime_copy

java_lang_garbagecollector_collectiontime_ps_scavenge

java_lang_garbagecollector_collectiontime_parnew

java_lang_garbagecollector_collectiontime_marksweepcompact

java_lang_garbagecollector_collectiontime_ps_marksweep

java_lang_garbagecollector_collectiontime_concurrentmarksweep

java_lang_garbagecollector_collectiontime_g1_young_generation

java_lang_garbagecollector_collectiontime_g1_old_generation

java_lang_garbagecollector_collectiontime_g1_mixed_generation

java_lang_operatingsystem_committedvirtualmemorysize

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

メトリクス
• CloudWatch の組み込みメトリクス (p. 816)
• Container Insights のメトリクス (p. 816)
• Container Insights Prometheus メトリクス (p. 817)

CloudWatch の組み込みメトリクス

CPUReservation

CPUUtilization

MemoryReservation

MemoryUtilization

GPUReservation

Container Insights のメトリクス

ContainerInstanceCount

CpuUtilized

CpuReserved

DeploymentCount
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DesiredTaskCount

MemoryUtilized

MemoryReserved

NetworkRxBytes

NetworkTxBytes

PendingTaskCount

RunningTaskCount

ServiceCount

StorageReadBytes

StorageWriteBytes

TaskCount

TaskSetCount

instance_cpu_limit

instance_cpu_reserved_capacity

instance_cpu_usage_total

instance_cpu_utilization

instance_filesystem_utilization

instance_memory_limit

instance_memory_reserved_capacity

instance_memory_utilization

instance_memory_working_set

instance_network_total_bytes

instance_number_of_running_tasks

Container Insights Prometheus メトリクス

Java JMX メトリクス

java_lang_memory_heapmemoryusage_used

java_lang_memory_heapmemoryusage_committed

java_lang_operatingsystem_openfiledescriptorcount

java_lang_operatingsystem_maxfiledescriptorcount

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesize
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java_lang_threading_threadcount

java_lang_classloading_loadedclasscount

java_lang_threading_daemonthreadcount

java_lang_garbagecollector_collectiontime_copy

java_lang_garbagecollector_collectiontime_ps_scavenge

java_lang_garbagecollector_collectiontime_parnew

java_lang_garbagecollector_collectiontime_marksweepcompact

java_lang_garbagecollector_collectiontime_ps_marksweep

java_lang_garbagecollector_collectiontime_concurrentmarksweep

java_lang_garbagecollector_collectiontime_g1_young_generation

java_lang_garbagecollector_collectiontime_g1_old_generation

java_lang_garbagecollector_collectiontime_g1_mixed_generation

java_lang_operatingsystem_committedvirtualmemorysize

AWS での Kubernetes
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

メトリクス
• Container Insights のメトリクス (p. 818)
• Container Insights Prometheus メトリクス (p. 819)

Container Insights のメトリクス

cluster_failed_node_count

cluster_node_count

namespace_number_of_running_pods

node_cpu_limit

node_cpu_reserved_capacity

node_cpu_usage_total

node_cpu_utilization

node_filesystem_utilization

node_memory_limit

node_memory_reserved_capacity

node_memory_utilization

node_memory_working_set
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node_network_total_bytes

node_number_of_running_containers

node_number_of_running_pods

pod_cpu_reserved_capacity

pod_cpu_utilization

pod_cpu_utilization_over_pod_limit

pod_memory_reserved_capacity

pod_memory_utilization

pod_memory_utilization_over_pod_limit

pod_network_rx_bytes

pod_network_tx_bytes

service_number_of_running_pods

Container Insights Prometheus メトリクス

Java JMX メトリクス

java_lang_memory_heapmemoryusage_used

java_lang_memory_heapmemoryusage_committed

java_lang_operatingsystem_openfiledescriptorcount

java_lang_operatingsystem_maxfiledescriptorcount

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesize

java_lang_threading_threadcount

java_lang_classloading_loadedclasscount

java_lang_threading_daemonthreadcount

java_lang_garbagecollector_collectiontime_copy

java_lang_garbagecollector_collectiontime_ps_scavenge

java_lang_garbagecollector_collectiontime_parnew

java_lang_garbagecollector_collectiontime_marksweepcompact

java_lang_garbagecollector_collectiontime_ps_marksweep

java_lang_garbagecollector_collectiontime_concurrentmarksweep

java_lang_garbagecollector_collectiontime_g1_young_generation

java_lang_garbagecollector_collectiontime_g1_old_generation
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java_lang_garbagecollector_collectiontime_g1_mixed_generation

java_lang_operatingsystem_committedvirtualmemorysize

Amazon FSx
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

DataReadBytes

DataWriteBytes

DataReadOperations

DataWriteOperations

MetadataOperations

FreeStorageCapacity

FreeDataStorageCapacity

LogicalDiskUsage

PhysicalDiskUsage

Amazon VPC
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

NetworkAddressUsage

NetworkAddressUsagePeered

VPCFirewallQueryVolume

Amazon VPC NAT ゲートウェイ
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

ErrorPortAllocation

IdleTimeoutCount

Amazon Route 53 ヘルスチェック
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

ChildHealthCheckHealthyCount

ConnectionTime

HealthCheckPercentageHealthy

HealthCheckStatus

SSLHandshakeTime
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TimeToFirstByte

Amazon Route 53 ホストゾーン
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

DNSQueries

DNSSECInternalFailure

DNSSECKeySigningKeysNeedingAction

DNSSECKeySigningKeyMaxNeedingActionAge

DNSSECKeySigningKeyAge

Amazon Route 53 Resolver エンドポイント
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

EndpointHealthyENICount

EndpointUnHealthyENICount

InboundQueryVolume

OutboundQueryVolume

OutboundQueryAggregateVolume

AWS Network Firewall ルールグループ
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

FirewallRuleGroupQueryVolume

AWS Network Firewall ルールグループ関連付け
CloudWatch Application Insights でサポートされるメトリクスは次のとおりです。

FirewallRuleGroupVpcQueryVolume

メトリクスのデータポイント要件
アラームを発生させるデフォルトのしきい値が明確でないメトリクスの場合、Application Insights は、ア
ラームを発生させるしきい値を適切に予測できるだけのデータポイント数が得られるまで待機します。ア
ラームが作成される前に CloudWatch Application Insights で確認するメトリクスのデータポイント要件は
次のとおりです。

• メトリクスのデータポイントが、過去 15 日から 2 日までの間に 100 個以上あること。
• メトリクスのデータポイントが、最終日から 100 個以上あること。

次のメトリクスは、上記のデータポイント要件に従います。CloudWatch エージェントのメトリクスは、
アラームの作成に最大 1 時間を必要とします。

メトリクス
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• AWS/ApplicationELB (p. 822)
• AWS Autoscaling (p. 822)
• AWS/EC2 (p. 823)
• Elastic Block Store (EBS) (p. 823)
• AWS/ELB (p. 824)
• AWS/RDS (p. 824)
• AWS/Lambda (p. 825)
• AWS/SQS (p. 826)
• AWS/CWAgent (p. 826)
• AWS/DynamoDB (p. 827)
• AWS/S3 (p. 828)
• AWS/States (p. 828)
• AWS/ApiGateway (p. 829)
• AWS/SNS (p. 829)

AWS/ApplicationELB

ActiveConnectionCount

ConsumedLCUs

HTTPCode_ELB_4XX_Count

HTTPCode_Target_2XX_Count

HTTPCode_Target_3XX_Count

HTTPCode_Target_4XX_Count

HTTPCode_Target_5XX_Count

NewConnectionCount

ProcessedBytes

TargetResponseTime

UnHealthyHostCount

AWS Autoscaling

GroupDesiredCapacity

GroupInServiceInstances

GroupMaxSize

GroupMinSize

GroupPendingInstances

GroupStandbyInstances

GroupTerminatingInstances
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GroupTotalInstances

AWS/EC2

CPUCreditBalance

CPUCreditUsage

CPUSurplusCreditBalance

CPUSurplusCreditsCharged

CPUUtilization

DiskReadBytes

DiskReadOps

DiskWriteBytes

DiskWriteOps

EBSByteBalance%

EBSIOBalance%

EBSReadBytes

EBSReadOps

EBSWriteBytes

EBSWriteOps

NetworkIn

NetworkOut

NetworkPacketsIn

NetworkPacketsOut

Elastic Block Store (EBS)

VolumeReadBytes

VolumeWriteBytes

VolumeReadOps

VolumeWriteOps

VolumeTotalReadTime

VolumeTotalWriteTime

VolumeIdleTime

VolumeQueueLength
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VolumeThroughputPercentage

VolumeConsumedReadWriteOps

BurstBalance

AWS/ELB

EstimatedALBActiveConnectionCount

EstimatedALBConsumedLCUs

EstimatedALBNewConnectionCount

EstimatedProcessedBytes

HTTPCode_Backend_4XX

HTTPCode_Backend_5XX

HealthyHostCount

レイテンシー

RequestCount

SurgeQueueLength

UnHealthyHostCount

AWS/RDS

ActiveTransactions

AuroraBinlogReplicaLag

AuroraReplicaLag

BackupRetentionPeriodStorageUsed

BinLogDiskUsage

BlockedTransactions

CPUCreditBalance

CommitLatency

CommitThroughput

DDLLatency

DDLThroughput

DMLLatency

DMLThroughput

DatabaseConnections
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デッドロック

DeleteLatency

DeleteThroughput

DiskQueueDepth

EngineUptime

FreeLocalStorage

FreeStorageSpace

FreeableMemory

InsertLatency

InsertThroughput

LoginFailures

NetworkReceiveThroughput

NetworkThroughput

NetworkTransmitThroughput

クエリ

ReadIOPS

ReadThroughput

SelectLatency

SelectThroughput

SnapshotStorageUsed

TotalBackupStorageBilled

UpdateLatency

UpdateThroughput

VolumeBytesUsed

VolumeReadiOps

VolumeWriteIOPs

WriteIOPS

WriteThroughput

AWS/Lambda

エラー

DeadLetterErrors
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所要時間

スロットリング

IteratorAge

ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations

AWS/SQS

ApproximateAgeOfOldestMessage

ApproximateNumberOfMessagesDelayed

ApproximateNumberOfMessagesNotVisible

ApproximateNumberOfMessagesVisible

NumberOfEmptyReceives

NumberOfMessagesDeleted

NumberOfMessagesReceived

NumberOfMessagesSent

AWS/CWAgent

LogicalDisk % Free Space

Memory % Committed Bytes In Use

Memory Available Mbytes

Network Interface Bytes Total/sec

Paging File % Usage

PhysicalDisk % Disk Time

PhysicalDisk Avg。Disk sec/Read

PhysicalDisk Avg。Disk sec/Write

PhysicalDisk Disk Read Bytes/sec

PhysicalDisk Disk Reads/sec

PhysicalDisk Disk Write Bytes/sec

PhysicalDisk Disk Writes/sec

Processor % Idle Time

Processor % Interrupt Time

Processor % Processor Time

Processor % User Time
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SQLServer:Access Methods Forwarded Records/sec

SQLServer:Access Methods Page Splits/sec

SQLServer:Buffer Manager Buffer cache hit ratio

SQLServer:Buffer Manager Page life expectancy

SQLServer:Database Replica File Bytes Received/sec

SQLServer:Database Replica Log Bytes Received/sec

SQLServer:Database Replica Log remaining for undo

SQLServer:Database Replica Log Send Queue

SQLServer:Database Replica Mirrored Write Transaction/sec

SQLServer:Database Replica Recovery Queue

SQLServer:Database Replica Redo Bytes Remaining

SQLServer:Database Replica Redone Bytes/sec

SQLServer:Database Replica Total Log requiring undo

SQLServer:Database Replica Transaction Delay

SQLServer:General Statistics Processes blocked

SQLServer:SQL Statistics Batch Requests/sec

SQLServer:SQL Statistics SQL Compilations/sec

SQLServer:SQL Statistics SQL Re-Compilations/sec

System Processor Queue Length

TCPv4 Connections Established

TCPv6 Connections Established

AWS/DynamoDB

ConsumedReadCapacityUnits

ConsumedWriteCapacityUnits

調整イベントの読み込み

調整イベントの書き込み

TimeToLiveDeletedItemCount

条件チェックが失敗したリクエスト

TransactionConflict

ReturnedRecordsCount

PendingReplicationCount
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ReplicationLatency

AWS/S3

ReplicationLatency

BytesPendingReplication

OperationsPendingReplication

4xxErrors

5xxErrors

AllRequests

GetRequests

PutRequests

DeleteRequests

HeadRequests

PostRequests

SelectRequests

ListRequests

SelectScannedBytes

SelectReturnedBytes

FirstByteLatency

TotalRequestLatency

BytesDownloaded

BytesUploaded

AWS/States

ActivitiesScheduled

ActivitiesStarted

ActivitiesSucceeded

ActivityScheduleTime

ActivityRuntime

ActivityTime

LambdaFunctionsScheduled

LambdaFunctionsStarted

828



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
サポートされているログとメトリクス

LambdaFunctionsSucceeded

LambdaFunctionScheduleTime

LambdaFunctionRuntime

LambdaFunctionTime

ServiceIntegrationsScheduled

ServiceIntegrationsStarted

ServiceIntegrationsSucceeded

ServiceIntegrationScheduleTime

ServiceIntegrationRuntime

ServiceIntegrationTime

ProvisionedRefillRate

ProvisionedBucketSize

ConsumedCapacity

ThrottledEvents

AWS/ApiGateway

4XXError

IntegrationLatency

レイテンシー

DataProcessed

CacheHitCount

CacheMissCount

AWS/SNS

NumberOfNotificationsDelivered

NumberOfMessagesPublished

NumberOfNotificationsFailed

NumberOfNotificationsFilteredOut

NumberOfNotificationsFilteredOut-InvalidAttributes

NumberOfNotificationsFilteredOut-NoMessageAttributes

NumberOfNotificationsRedrivenToDlq

NumberOfNotificationsFailedToRedriveToDlq

SMSSuccessRate
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推奨メトリクス
次の表は、コンポーネントタイプ別の推奨されるメトリクスの一覧です。

コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

Default/Custom CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

LogicalDisk % Free Space

Memory Available Mbytes

アクティブディレクトリ CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

Memory Available Mbytes
Database ==> Instances 
Database Cache % Hit

DirectoryServices DRA Pending 
Replication Operations

DirectoryServices DRA Pending 
Replication Synchronizations

DNS Recursive Query Failure/
sec

LogicalDisk Avg。Disk Queue 
Length

EC2 インスタンス (Windows 
サーバー)

Java アプリケーション CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

Memory Available Mbytes

java_lang_threading_threadcount

java_lang_classloading_loadedclasscount

java_lang_memory_heapmemoryusage_used
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス
java_lang_memory_heapmemoryusage_committed

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesize

マイクロソフト IIS/.NET Web フ
ロントエンド

CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

Memory Available Mbytes

.NET CLR Exceptions # of 
Exceps Thrown/Sec

.NET CLR Memory # Total 
Committed Bytes

.NET CLR Memory % Time in GC

ASP.NET Applications Requests 
in Application Queue

ASP.NET Requests Queued

ASP.NET Application Restarts
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

Microsoft SQL Server Database 
Tier

CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

Memory Available Mbytes

Paging File % Usage

System Processor Queue Length

Network Interface Bytes Total/sec

PhysicalDisk % Disk Time

SQLServer:Buffer Manager 
Buffer cache hit ratio

SQLServer:Buffer Manager Page 
Life Expectancy

SQLServer:General Statistics 
Processes Blocked

SQLServer:General Statistics 
User Connections

SQLServer:Locks Number of 
Deadlocks/Sec

SQLServer:SQL Statistics Batch 
Requests/Sec

MySQL CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

LogicalDisk % Free Space

Memory Available Mbytes
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

.NET workerpool/Mid-Tier CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

Memory Available Mbytes

.NET CLR Exceptions # of 
Exceps Thrown/Sec

.NET CLR Memory # Total 
Committed Bytes

.NET CLR Memory % Time in GC

.NET Core Tier CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

Memory Available Mbytes

Oracle CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

LogicalDisk % Free Space

Memory Available Mbytes

Postgres CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

LogicalDisk % Free Space

Memory Available Mbytes
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

SharePoint CPUUtilization

StatusCheckFailed

Processor % Processor Time

Memory % Committed Bytes In 
Use

Memory Available Mbytes

ASP.NET Applications Cache 
API trims

ASP.NET Requests Rejected

ASP.NET Worker Process 
Restarts

Memory Pages/sec

SharePoint Publishing Cache 
Publishing cache flushes / 
second

SharePoint Foundation Executing 
Time/Page Request

SharePoint Disk-Based 
Cache Total number of cache 
compactions

SharePoint Disk-Based Cache 
Blob cache hit ratio

SharePoint Disk-Based Cache 
Blob Cache fill ratio

SharePoint Disk-Based Cache 
Blob cache flushes / second

ASP.NET Requests Queued

ASP.NET Applications Requests 
in Application Queue

ASP.NET Application Restarts

LogicalDisk Avg。Disk sec/Write

LogicalDisk Avg。Disk sec/Read

Processor % Interrupt Time

834



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
サポートされているログとメトリクス

コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

Default/Custom CPUUtilization

StatusCheckFailed

disk_used_percent

mem_used_percent

Java アプリケーション CPUUtilization

StatusCheckFailed

disk_used_percent

mem_used_percent

java_lang_threading_threadcount

java_lang_classloading_loadedclasscount

java_lang_memory_heapmemoryusage_used

java_lang_memory_heapmemoryusage_committed

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesize

.NET Core Tier または SQL 
Server Database Tier

CPUUtilization

StatusCheckFailed

disk_used_percent

mem_used_percent

Oracle CPUUtilization

StatusCheckFailed

disk_used_percent

mem_used_percent

EC2 インスタンス (Linux サー
バー)

Postgres CPUUtilization

StatusCheckFailed

disk_used_percent

mem_used_percent
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

EC2 インスタンスグループ SAP HANA マルチノードまたは
シングルノード

• hanadb_server_startup_time_variations_seconds
• hanadb_level_5_alerts_count
• hanadb_level_4_alerts_count
• hanadb_out_of_memory_events_count
• hanadb_max_trigger_read_ratio_percent
• hanadb_max_trigger_write_ratio_percent
• hanadb_log_switch_race_ratio_percent
• hanadb_time_since_last_savepoint_seconds
• hanadb_disk_usage_highlevel_percent
• hanadb_current_allocation_limit_used_percent
• hanadb_table_allocation_limit_used_percent
• hanadb_cpu_usage_percent
• hanadb_plan_cache_hit_ratio_percent
• hanadb_last_data_backup_age_days

EBS ボリューム すべて VolumeReadBytes

VolumeWriteBytes

VolumeReadOps

VolumeWriteOps

VolumeQueueLength

VolumeThroughputPercentage

VolumeConsumedReadWriteOps

BurstBalance

Classic ELB すべて HTTPCode_Backend_4XX

HTTPCode_Backend_5XX

レイテンシー

SurgeQueueLength

UnHealthyHostCount

Application ELB すべて HTTPCode_Target_4XX_Count

HTTPCode_Target_5XX_Count

TargetResponseTime

UnHealthyHostCount
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

RDS データベースインスタンス すべて CPUUtilization

ReadLatency

WriteLatency

BurstBalance

FailedSQLServerAgentJobsCount

RDS データベースクラスター すべて CPUUtilization

CommitLatency

DatabaseConnections

デッドロック

FreeableMemory

NetworkThroughput

VolumeBytesUsed

Lambda 関数 すべて 所要時間

エラー

IteratorAge

ProvisionedConcurrencySpilloverInvocations

スロットリング

SQS キュー すべて ApproximateAgeOfOldestMessage

ApproximateNumberOfMessagesVisible

NumberOfMessagesSent

Amazon DynamoDB テーブル すべて SystemErrors

UserErrors

ConsumedReadCapacityUnits

ConsumedWriteCapacityUnits

調整イベントの読み込み

調整イベントの書き込み

条件チェックが失敗したリクエ
スト

TransactionConflict
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

Amazon S3 バケット すべて レプリケーション時間制御 
(RTC) を使用したレプリケー
ション設定が有効な場合:

ReplicationLatency

BytesPendingReplication

OperationsPendingReplication

リクエストメトリクスがオンに
なっている場合:

5xxErrors

4xxErrors

BytesDownloaded

BytesUploaded
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

AWS Step Functions すべて 全般

• ExecutionThrottled
• ExecutionsAborted
• ProvisionedBucketSize
• ProvisionedRefillRate
• ConsumedCapacity

状態マシンタイプが
EXPRESS、またはロググルー
プレベルが OFF

• ExecutionsFailed
• ExecutionsTimedOut

ステートマシンに Lambda 関
数がある場合

• LambdaFunctionsFailed
• LambdaFunctionsTimedOut

ステートマシンにアクティビ
ティがある場合

• ActivitiesFailed
• ActivitiesTimedOut
• ActivitiesHeartbeatTimedOut

ステートマシンにサービス統
合がある場合

• ServiceIntegrationsFailed
• ServiceIntegrationsTimedOut

API Gateway REST API ステージ すべて • 4XXErrors
• 5XXErrors
• レイテンシー
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

ECS クラスター すべて CpuUtilized

MemoryUtilized

NetworkRxBytes

NetworkTxBytes

RunningTaskCount

PendingTaskCount

StorageReadBytes

StorageWriteBytes

CPUReservation (EC2 起動タイ
プのみ)

CPUUtilization (EC2 起動タイプ
のみ)

MemoryReservation (EC2 起動タ
イプのみ)

MemoryUtilization (EC2 起動タイ
プのみ)

GPUReservation (EC2 起動タイ
プのみ)

instance_cpu_utilization (EC2 起
動タイプのみ)

instance_filesystem_utilization 
(EC2 起動タイプのみ)

instance_memory_utilization 
(EC2 起動タイプのみ)

instance_network_total_bytes 
(EC2 起動タイプのみ)
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

Java アプリケーション CpuUtilized

MemoryUtilized

NetworkRxBytes

NetworkTxBytes

RunningTaskCount

PendingTaskCount

StorageReadBytes

StorageWriteBytes

CPUReservation (EC2 起動タイ
プのみ)

CPUUtilization (EC2 起動タイプ
のみ)

MemoryReservation (EC2 起動タ
イプのみ)

MemoryUtilization (EC2 起動タイ
プのみ)

GPUReservation (EC2 起動タイ
プのみ)

instance_cpu_utilization (EC2 起
動タイプのみ)

instance_filesystem_utilization 
(EC2 起動タイプのみ)

instance_memory_utilization 
(EC2 起動タイプのみ)

instance_network_total_bytes 
(EC2 起動タイプのみ)

java_lang_threading_threadcount

java_lang_classloading_loadedclasscount

java_lang_memory_heapmemoryusage_used

java_lang_memory_heapmemoryusage_committed

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesize
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

すべて CPUUtilization

MemoryUtilization

CpuUtilized

MemoryUtilized

NetworkRxBytes

NetworkTxBytes

RunningTaskCount

PendingTaskCount

StorageReadBytes

StorageWriteBytes

ECS サービス

Java アプリケーション CPUUtilization

MemoryUtilization

CpuUtilized

MemoryUtilized

NetworkRxBytes

NetworkTxBytes

RunningTaskCount

PendingTaskCount

StorageReadBytes

StorageWriteBytes

java_lang_threading_threadcount

java_lang_classloading_loadedclasscount

java_lang_memory_heapmemoryusage_used

java_lang_memory_heapmemoryusage_committed

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesize

842



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
サポートされているログとメトリクス

コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

EKS クラスター すべて cluster_failed_node_count

node_cpu_reserved_capacity

node_cpu_utilization

node_filesystem_utilization

node_memory_reserved_capacity

node_memory_utilization

node_network_total_bytes

pod_cpu_reserved_capacity

pod_cpu_utilization

pod_cpu_utilization_over_pod_limit

pod_memory_reserved_capacity

pod_memory_utilization

pod_memory_utilization_over_pod_limit

pod_network_rx_bytes

pod_network_tx_bytes
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

Java アプリケーション cluster_failed_node_count

node_cpu_reserved_capacity

node_cpu_utilization

node_filesystem_utilization

node_memory_reserved_capacity

node_memory_utilization

node_network_total_bytes

pod_cpu_reserved_capacity

pod_cpu_utilization

pod_cpu_utilization_over_pod_limit

pod_memory_reserved_capacity

pod_memory_utilization

pod_memory_utilization_over_pod_limit

pod_network_rx_bytes

pod_network_tx_bytes

java_lang_threading_threadcount

java_lang_classloading_loadedclasscount

java_lang_memory_heapmemoryusage_used

java_lang_memory_heapmemoryusage_committed

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesize
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

EC2 上の Kubernetes クラスター すべて cluster_failed_node_count

node_cpu_reserved_capacity

node_cpu_utilization

node_filesystem_utilization

node_memory_reserved_capacity

node_memory_utilization

node_network_total_bytes

pod_cpu_reserved_capacity

pod_cpu_utilization

pod_cpu_utilization_over_pod_limit

pod_memory_reserved_capacity

pod_memory_utilization

pod_memory_utilization_over_pod_limit

pod_network_rx_bytes

pod_network_tx_bytes
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるメトリクス

Java アプリケーション cluster_failed_node_count

node_cpu_reserved_capacity

node_cpu_utilization

node_filesystem_utilization

node_memory_reserved_capacity

node_memory_utilization

node_network_total_bytes

pod_cpu_reserved_capacity

pod_cpu_utilization

pod_cpu_utilization_over_pod_limit

pod_memory_reserved_capacity

pod_memory_utilization

pod_memory_utilization_over_pod_limit

pod_network_rx_bytes

pod_network_tx_bytes

java_lang_threading_threadcount

java_lang_classloading_loadedclasscount

java_lang_memory_heapmemoryusage_used

java_lang_memory_heapmemoryusage_committed

java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize

java_lang_operatingsystem_freeswapspacesize

次の表は、コンポーネントタイプ別の推奨されるプロセスとプロセスメトリクスの一覧です。CloudWatch 
Application Insights は、インスタンスで実行されないプロセスのプロセスのモニターリングを推奨してい
ません。

コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるプロセス 推奨されるメトリクス

EC2 インスタンス 
(Windows サーバー)

マイクロソフト 
IIS/.NET Web フロント
エンド

w3wp procstat 
cpu_usage,

procstat 
memory_rss,

procstat 
memory_vms,
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるプロセス 推奨されるメトリクス
procstat 
read_bytes,

procstat 
write_bytes

SQLAgent procstat 
cpu_usage,

procstat 
memory_rss,

procstat 
memory_vms,

procstat 
read_bytes,

procstat 
write_bytes

sqlservr procstat 
cpu_usage,

procstat 
memory_rss,

procstat 
memory_vms,

procstat 
read_bytes,

procstat 
write_bytes

sqlwriter procstat 
cpu_usage,

procstat 
memory_rss

Microsoft SQL Server 
Database Tier

ReportingServicesServiceprocstat 
cpu_usage,

procstat 
memory_rss
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるプロセス 推奨されるメトリクス

MsDtsServr procstat 
cpu_usage,

procstat 
memory_rss,

procstat 
memory_vms,

procstat 
read_bytes,

procstat 
write_bytes

Msmdsrv procstat 
cpu_usage,

procstat 
memory_rss,

procstat 
memory_vms,

procstat 
read_bytes,

procstat 
write_bytes

.NET workerpool/Mid-
Tier

w3wp procstat 
cpu_usage,

procstat 
memory_rss,

procstat 
memory_vms,

procstat 
read_bytes,

procstat 
write_bytes
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コンポーネントタイプ ワークロードタイプ 推奨されるプロセス 推奨されるメトリクス

.NET Core Tier w3wp procstat 
cpu_usage,

procstat 
memory_rss,

procstat 
memory_vms,

procstat 
read_bytes,

procstat 
write_bytes

パフォーマンスカウンタのメトリクス
パフォーマンスカウンタのメトリクスは、対応するパフォーマンスカウンタセットが Windows インスタン
スにインストールされている場合にのみインスタンスに対して推奨されます。

パフォーマンスカウンタのメトリクス名 パフォーマンスカウンタセット名

.NET CLR Exceptions # of Exceps Thrown .NET CLR Exceptions

.NET CLR Exceptions # of Exceps Thrown/Sec .NET CLR Exceptions

.NET CLR Exceptions # of Filters/Sec .NET CLR Exceptions

.NET CLR Exceptions # of Finallys/Sec .NET CLR Exceptions

.NET CLR Exceptions Throw to Catch Depth/Sec .NET CLR Exceptions

.NET CLR Interop # of CCWs .NET CLR Interop

.NET CLR Interop # of Stubs .NET CLR Interop

.NET CLR Interop # of TLB exports/Sec .NET CLR Interop

.NET CLR Interop # of TLB imports/Sec .NET CLR Interop

.NET CLR Interop # of Marshaling .NET CLR Interop

.NET CLR Jit % Time in Jit .NET CLR Jit

.NET CLR Jit Standard Jit Failures .NET CLR Jit

.NET CLR Loading % Time Loading .NET CLR Loading

.NET CLR Loading Rate of Load Failures .NET CLR Loading

.NET CLR LocksAndThreads Contention Rate/Sec .NET CLR LocksAndThreads

.NET CLR LocksAndThreads Queue Length/Sec .NET CLR LocksAndThreads

.NET CLR Memory # Total Committed Bytes .NET CLR Memory

.NET CLR Memory % Time in GC .NET CLR Memory
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パフォーマンスカウンタのメトリクス名 パフォーマンスカウンタセット名

.NET CLR Networking 4.0.0.0 HttpWebRequest 
Average Queue Time

.NET CLR Networking 4.0.0.0

.NET CLR Networking 4.0.0.0 HttpWebRequests 
Aborted/Sec

.NET CLR Networking 4.0.0.0

.NET CLR Networking 4.0.0.0 HttpWebRequests 
Failed/Sec

.NET CLR Networking 4.0.0.0

.NET CLR Networking 4.0.0.0 HttpWebRequests 
Queued/Sec

.NET CLR Networking 4.0.0.0

APP_POOL_WAS Total Worker Process Ping 
Failures

APP_POOL_WAS

ASP.NET Application Restarts ASP.NET

ASP.NET Requests Rejected ASP.NET

ASP.NET Worker Process Restarts ASP.NET

ASP.NET Applications Cache API trims ASP.NET Applications

ASP.NET Applications % Managed Processor Time 
(estimated)

ASP.NET Applications

ASP.NET Applications Errors Total/Sec ASP.NET Applications

ASP.NET Applications Errors Unhandled During 
Execution/Sec

ASP.NET Applications

ASP.NET Applications Requests in Application 
Queue

ASP.NET Applications

ASP.NET Applications Requests/Sec ASP.NET Applications

ASP.NET Request Wait Time ASP.NET

ASP.NET Requests Queued ASP.NET

Database ==> Instances Database Cache % Hit Database ==> Instances

Database ==> Instances I/O Database Reads 
Average Latency

Database ==> Instances

Database ==> Instances I/O Database Reads/sec Database ==> Instances

Database ==> Instances I/O Log Writes Average 
Latency

Database ==> Instances

DirectoryServices DRA Pending Replication 
Operations

DirectoryServices

DirectoryServices DRA Pending Replication 
Synchronizations

DirectoryServices

DirectoryServices LDAP Bind Time DirectoryServices

DNS Recursive Queries/sec DNS
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パフォーマンスカウンタのメトリクス名 パフォーマンスカウンタセット名

DNS Recursive Query Failure/sec DNS

DNS TCP Query Received/sec DNS

DNS Total Query Received/sec DNS

Total Response Sent/sec DNS

DNS UDP Query Received/sec DNS

HTTP Service Request Queues CurrentQueueSize HTTP Service Request Queues

LogicalDisk % Free Space LogicalDisk

LogicalDisk Avg。Disk sec/Write LogicalDisk

LogicalDisk Avg。Disk sec/Read LogicalDisk

LogicalDisk Avg。Disk Queue Length LogicalDisk

Memory % Committed Bytes In Use メモリ

Memory Available Mbytes メモリ

Memory Pages/Sec メモリ

Memory Long-Term Average Standby Cache 
Lifetime (s)

メモリ

Network Interface Bytes Total/sec ネットワークインターフェイス

Network Interface Bytes Received/sec ネットワークインターフェイス

Network Interface Bytes Sent/sec ネットワークインターフェイス

Network Interface Current Bandwidth ネットワークインターフェイス

Paging File % Usage Paging File

PhysicalDisk % Disk Time PhysicalDisk

PhysicalDisk Avg。Disk Queue Length PhysicalDisk

PhysicalDisk Avg。Disk Sec/Read PhysicalDisk

PhysicalDisk Avg。Disk Sec/Write PhysicalDisk

PhysicalDisk Disk Read Bytes/Sec PhysicalDisk

PhysicalDisk Disk Reads/Sec PhysicalDisk

PhysicalDisk Disk Write Bytes/Sec PhysicalDisk

PhysicalDisk Disk Writes/Sec PhysicalDisk

Processor % Idle Time プロセッサ

Processor % Interrupt Time プロセッサ

Processor % Processor Time プロセッサ
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パフォーマンスカウンタのメトリクス名 パフォーマンスカウンタセット名

Processor % User Time プロセッサ

SharePoint Disk-Based Cache Blob Cache fill ratio SharePoint Disk-Based Cache

SharePoint Disk-Based Cache Blob cache flushes / 
second

SharePoint Disk-Based Cache

SharePoint Disk-Based Cache Blob cache hit ratio SharePoint Disk-Based Cache

SharePoint Disk-Based Cache Total number of 
cache compactions

SharePoint Disk-Based Cache

SharePoint Foundation Executing Time/Page 
Request

SharePoint Foundation

SharePoint Publishing Cache Publishing cache 
flushes / second

SharePoint Publishing Cache

Security System-Wide Statistics Kerberos 
Authentications

セキュリティシステム全体の統計

Security System-Wide Statistics NTLM 
Authentications

セキュリティシステム全体の統計

SQLServer:Access Methods Forwarded Records/
Sec

SQLServer:Access Methods

SQLServer:Access Methods Full Scans/Sec SQLServer:Access Methods

SQLServer:Access Methods Page Splits/Sec SQLServer:Access Methods

SQLServer:Buffer Manager Buffer cache hit Ratio SQLServer:Buffer Manager

SQLServer:Buffer Manager Page life Expectancy SQLServer:Buffer Manager

SQLServer:Database Replica File Bytes Received/
sec

SQLServer:Database Replica

SQLServer:Database Replica Log Bytes Received/
sec

SQLServer:Database Replica

SQLServer:Database Replica Log remaining for 
undo

SQLServer:Database Replica

SQLServer:Database Replica Log Send Queue SQLServer:Database Replica

SQLServer:Database Replica Mirrored Write 
Transaction/sec

SQLServer:Database Replica

SQLServer:Database Replica Recovery Queue SQLServer:Database Replica

SQLServer:Database Replica Redo Bytes 
Remaining

SQLServer:Database Replica

SQLServer:Database Replica Redone Bytes/sec SQLServer:Database Replica

SQLServer:Database Replica Total Log requiring 
undo

SQLServer:Database Replica

SQLServer:Database Replica Transaction Delay SQLServer:Database Replica
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パフォーマンスカウンタのメトリクス名 パフォーマンスカウンタセット名

SQLServer:General Statistics Processes Blocked SQLServer:General Statistics

SQLServer:General Statistics User Connections SQLServer:General Statistics

SQLServer:Latches Average Latch Wait Time (ms) SQLServer:Latches

SQLServer:Locks Average Wait Time (ms) SQLServer:Locks

SQLServer:Locks Lock Timeouts/Sec SQLServer:Locks

SQLServer:Locks Lock Waits/Sec SQLServer:Locks

SQLServer:Locks Number of Deadlocks/Sec SQLServer:Locks

SQLServer:Memory Manager Memory Grants 
Pending

SQLServer:Memory Manager

SQLServer:SQL Statistics Batch Requests/Sec SQLServer:SQL Statistics

SQLServer:SQL Statistics SQL Compilations/Sec SQLServer:SQL Statistics

SQLServer:SQL Statistics SQL Re-Compilations/
Sec

SQLServer:SQL Statistics

System Processor Queue Length システム

TCPv4 Connections Established TCPv4

TCPv6 Connections Established TCPv6

W3SVC_W3WP File Cache Flushes W3SVC_W3WP

W3SVC_W3WP File Cache Misses W3SVC_W3WP

W3SVC_W3WP Requests/Sec W3SVC_W3WP

W3SVC_W3WP URI Cache Flushes W3SVC_W3WP

W3SVC_W3WP URI Cache Misses W3SVC_W3WP

Web Service Bytes Received/Sec ウェブサービス

Web Service Bytes Sent/Sec ウェブサービス

Web Service Connection Attempts/Sec ウェブサービス

Web Service Current Connections ウェブサービス

Web Service Get Requests/Sec ウェブサービス

Web Service Post Requests/Sec ウェブサービス
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CloudWatch のクロスアカウントオブ
ザーバビリティ

Amazon CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティを使用すると、リージョン内の複数のアカ
ウントにまたがるアプリケーションをモニターリングおよびトラブルシューティングできます。アカウ
ントの境界をなくし、リンクされたアカウントのメトリクス、ログ、トレースをシームレスに検索、可視
化、分析できます。

1 つ以上の AWS アカウントをモニターリングアカウントとして設定し、それらを複数のソースアカウン
トにリンクします。モニターリングアカウントは、ソースアカウントから生成されたオブザーバビリティ
データを表示して操作できる中心的な AWS アカウントです。ソースアカウントは、そのアカウント内に
あり、リソースのオブザーバビリティデータを生成する個々の AWS アカウントです。ソースアカウント
は、オブザーバビリティデータをモニターリングアカウントと共有します。共有されるオブザーバビリ
ティデータには、次のタイプのテレメトリが含まれます。

• Amazon CloudWatch のメトリクス
• Amazon CloudWatch Logs のロググループ
• AWS X-Ray のトレース

モニターリングアカウントとソースアカウント間のリンクを作成するには、CloudWatch コンソールを使
用できます。または、AWS CLI および API の Observability Access Manager コマンドを使用します。詳細
については、「Observability Access Manager API Reference」(Observability Access Manager API リファ
レンス) を参照してください。

シンクは、モニターリングアカウントのアタッチメントポイントを表すリソースです。ソースアカウント
は、シンクにリンクすることでオブザーバビリティデータを共有できます。各シンクは、そのシンクが
あるモニターリングアカウントによって管理されます。オブザーバビリティリンクは、ソースアカウント
とモニターリングアカウントの間に確立されたリンクを表すリソースです。リンクはソースアカウントに
よって管理されます。

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティを設定するデモについては、次の動画を参照してく
ださい。
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次のトピックでは、モニターリングアカウントとソースアカウントの両方で、CloudWatch のクロスア
カウントオブザーバビリティを設定する方法について説明します。クロスアカウントクロスリージョン
の CloudWatch ダッシュボードについては、「クロスアカウントクロスリージョン CloudWatch コンソー
ル (p. 1261)」を参照してください。

ソースアカウントに Organizations を使用する

ソースアカウントをモニターリングアカウントにリンクする方法は 2 つあります。そのうちの 1 つまたは
両方を使用できます。

• AWS Organizations を使用して、1 つの組織または組織単位内のアカウントをモニターリングアカウン
トにリンクします。

• 個々の AWS アカウントをモニターリングアカウントに接続します。

組織で後から作成される新しい AWS アカウントが、ソースアカウントとしてクロスアカウントオブザー
バビリティに自動的にオンボーディングされるよう、Organizations を使用することをお勧めします。

モニターリングアカウントとソースアカウントのリンクに関する詳細

• 各モニターリングアカウントは、最大 100,000 個のソースアカウントにリンクできます。
• 各ソースアカウントは、最大 5 個のモニターリングアカウントとデータを共有できます。
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• 1 つのアカウントを、モニターリングアカウントとソースアカウントの両方に設定できます。その場
合、このアカウント自体からのオブザーバビリティデータのみがリンクされたモニターリングアカウン
トに送信されます。他のソースアカウントからのデータは中継されません。

• モニターリングアカウントは、共有可能なテレメトリのタイプを指定します。ソースアカウントは、共
有するテレメトリのタイプを指定します。
• モニターリングアカウントで選択されているテレメトリのタイプがソースアカウントよりも多い場

合、アカウントはリンクされます。両方のアカウントで選択されたデータのタイプのみが共有されま
す。

• ソースアカウントで選択されているテレメトリのタイプがモニターリングアカウントよりも多い場
合、リンクの作成は失敗し、何も共有されません。

• アカウント間のリンクの削除は、ソースアカウントから行います。
• モニターリングアカウントでシンクを削除するには、まずモニターリングアカウントへのすべてのリン

クを削除する必要があります。

料金表

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティでは、ログとメトリクスの追加コストは発生せず、
最初のトレースコピーも無料です。料金の詳細については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照して
ください。

目次
• モニターリングアカウントをソースアカウントにリンクする (p. 856)

• 必要なアクセス許可 (p. 857)
• 設定の概要 (p. 859)
• ステップ1: モニターリングアカウントを設定する (p. 859)
• ステップ 2: (オプション) AWS CloudFormation テンプレートまたは URL をダウンロードす

る (p. 860)
• ステップ 3: ソースアカウントをリンクする (p. 861)

• AWS CloudFormation テンプレートを使用して、組織または組織単位内のすべての
アカウントをソースアカウントとして設定する (p. 861)

• AWS CloudFormation テンプレートを使用して個別のソースアカウントを設定す
る (p. 862)

• URL を使用して個別のソースアカウントを設定する (p. 862)
• モニターリングアカウントとソースアカウントを管理する (p. 863)

• モニターリングアカウントにソースアカウントを追加でリンクする (p. 863)
• モニターリングアカウントとソースアカウント間のリンクを削除する (p. 864)
• モニターリングアカウントに関する情報を表示する (p. 865)

モニターリングアカウントをソースアカウントにリ
ンクする

このセクションのトピックでは、モニターリングアカウントとソースアカウント間のリンクを設定する方
法について説明します。

組織のモニターリングアカウントとして機能する新しい AWS アカウントを作成することをお勧めしま
す。

目次
• 必要なアクセス許可 (p. 857)
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必要なアクセス許可

• 設定の概要 (p. 859)
• ステップ1: モニターリングアカウントを設定する (p. 859)
• ステップ 2: (オプション) AWS CloudFormation テンプレートまたは URL をダウンロードす

る (p. 860)
• ステップ 3: ソースアカウントをリンクする (p. 861)

• AWS CloudFormation テンプレートを使用して、組織または組織単位内のすべてのアカウン
トをソースアカウントとして設定する (p. 861)

• AWS CloudFormation テンプレートを使用して個別のソースアカウントを設定する (p. 862)
• URL を使用して個別のソースアカウントを設定する (p. 862)

必要なアクセス許可
モニターリングアカウントとソースアカウント間のリンクを作成するには、特定のアクセス許可を使用し
てサインインする必要があります。

• モニターリングアカウントを設定するには — モニターリングアカウントの完全な管理者アクセス権を
持っているか、次のアクセス許可を使用してそのアカウントにサインインする必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowSinkModification", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:CreateSink", 
                "oam:DeleteSink", 
                "oam:PutSinkPolicy", 
                "oam:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowReadOnly", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["oam:Get*", "oam:List*"], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

• 特定のモニターリングアカウントにスコープされるソースアカウント — 指定した 1 つのモニターリン
グアカウントのみのリンクを作成、更新、管理するには、少なくとも次のアクセス許可を持つアカウ
ントにサインインする必要があります。この例では、モニターリングアカウントは 999999999999 で
す。

リンクが 3 つのリソースタイプ (メトリクス、ログ、トレース) すべてを共有しない場合は、必要に応じ
て cloudwatch:Link、logs:Link、または xray:Link を省略できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "oam:CreateLink", 
                "oam:UpdateLink", 
                "oam:DeleteLink", 
                "oam:GetLink", 
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                "oam:TagResource" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:*:oam:*:*:link/*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "oam:CreateLink", 
                "oam:UpdateLink" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:*:oam:*:*:sink/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceAccount": [ 
                        "999999999999" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": "oam:ListLinks", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": "cloudwatch:Link", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": "logs:Link", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": "xray:Link", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

• 任意のモニターリングアカウントにリンクできるアクセス許可を持つソースアカウント — 既存のモニ
ターリングアカウントのシンクへのリンクを作成し、メトリクス、ロググループ、トレースを共有する
には、管理者の完全なアクセス許可または次のアクセス許可でソースアカウントにサインインする必要
があります。

リンクが 3 つのリソースタイプ (メトリクス、ログ、トレース) すべてを共有しない場合は、必要に応じ
て cloudwatch:Link、logs:Link、または xray:Link を省略できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:CreateLink", 
                "oam:UpdateLink" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:oam:*:*:link/*", 
                "arn:aws:oam:*:*:sink/*" 
            ] 
        }, 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:List*", 
                "oam:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:DeleteLink", 
                "oam:GetLink", 
                "oam:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:oam:*:*:link/*" 
        }, 
        { 
            "Action": "cloudwatch:Link", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": "logs:Link", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": "xray:Link", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

設定の概要
次の大まかな手順では、CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティを設定する方法を示しま
す。

Note

組織のモニターリングアカウントとして使用する新しい AWS アカウントを作成することをお勧
めします。

1. 専用のモニターリングアカウントを設定します。
2. (オプション) AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードするか URL をコピーして、ソースア

カウントをリンクします。
3. ソースアカウントをモニターリングアカウントにリンクします。

これらの手順を完了すると、モニターリングアカウントを使用してソースアカウントのオブザーバビリ
ティデータを表示できます。

ステップ1: モニターリングアカウントを設定する
このセクションの手順に従って、CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ用のモニターリン
グアカウントとして AWS アカウントを設定します。
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ステップ 2: (オプション) AWS CloudFormation 
テンプレートまたは URL をダウンロードする

前提条件

• ソースアカウントとして AWS Organizations 組織内のアカウントを設定する場合 — 組織パスまたは組
織 ID を取得します。

• ソースアカウントに Organizations を使用していない場合 — ソースアカウントのアカウント ID を取得
します。

アカウントをモニターリングアカウントとして設定するには、特定のアクセス許可が必要です。詳細につ
いては、「必要なアクセス許可 (p. 857)」を参照してください。

モニターリングアカウントを設定するには

1. モニターリングアカウントとして使用するアカウントにサインインします。
2. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
3. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
4. [Monitoring account configuration] (モニターリングアカウント設定) で、[Configure] (設定) を選択しま

す。
5. [Select data] (データを選択) で、このモニターリングアカウントが、リンクされているソースアカウ

ントからの [Logs] (ログ)、[Metrics] (メトリクス)、[Traces] (トレース) のデータを表示できるようにす
るかどうかを選択します。

6. [List source accounts] (ソースアカウントを一覧表示) に、このモニターリングアカウントが表示する
ソースアカウントを入力します。ソースアカウントを特定するには、個々のアカウント ID、組織パ
ス、または組織 ID を入力します。組織パスまたは組織 ID を入力すると、その組織内のすべてのリン
クされたアカウントからのオブザーバビリティデータをモニターリングアカウントで表示できます。

リストのエントリはカンマで区切ります。
7. [Define a label to identify your source account] (ラベルを定義してソースアカウント特定する) で、モ

ニターリングアカウントを使用してソースアカウントを表示する際に、アカウント名またはメールア
ドレスのどちらを使用してソースアカウントを特定するかを指定します。

8. [Configure] (設定) を選択します。

Important

モニターリングアカウントとソースアカウント間のリンクは、ソースアカウントを設定するまで
完了しません。詳細については、次のセクションを参照してください。

ステップ 2: (オプション) AWS CloudFormation テンプ
レートまたは URL をダウンロードする
ソースアカウントをモニターリングアカウントにリンクするには、AWS CloudFormation テンプレートま
たは URL を使用することをお勧めします。

• 組織全体をリンクする場合 — CloudWatch では、AWS CloudFormation テンプレートが提供されていま
す。

• 個々のアカウントをリンクする場合 — CloudWatch が提供する URL または AWS CloudFormation テン
プレートを使用します。

AWS CloudFormation テンプレートを使用するには、次の手順でテンプレートをダウンロードする必要
があります。モニターリングアカウントを少なくとも 1 つのソースアカウントにリンクすると、AWS 
CloudFormation テンプレートをダウンロードできなくなります。
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ステップ 3: ソースアカウントをリンクする

AWS CloudFormation テンプレートをダウンロードまたは URL をコピーして、ソースアカウント
をモニターリングアカウントにリンクするには

1. モニターリングアカウントとして使用するアカウントにサインインします。
2. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
3. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
4. [Monitoring account configuration] (モニターリングアカウント設定) から、[Resources to link 

accounts] (アカウントをリンクするためのリソース) を選択します。
5. 以下のいずれかを実行します。

• [AWS 組織] を選択してテンプレートを入手し、組織内のアカウントをこのモニタリングアカウント
にリンクするために使用します。

• [Any account] (任意のアカウント) を選択して、個々のアカウントをソースアカウントとして設定す
るためのテンプレートまたは URL を入手します。

6. 以下のいずれかを実行します。

• [AWS 組織] を選択した場合は、[CloudFormation テンプレートをダウンロード] を選択します。
• [Any account] (任意のアカウント) を選択した場合は、[Download CloudFormation template]

(CloudFormation テンプレートのダウンロード) または [Copy URL] (URL のコピー) を選択します。
7. (オプション) 5 から 6 の手順を繰り返し、AWS CloudFormation テンプレートと URL の両方をダウン

ロードします。

ステップ 3: ソースアカウントをリンクする
次のセクションの手順を使用して、ソースアカウントをモニターリングアカウントにリンクします。

モニターリングアカウントをソースアカウントにリンクするには、特定のアクセス許可が必要です。詳細
については、「必要なアクセス許可 (p. 857)」を参照してください。

AWS CloudFormation テンプレートを使用して、組織または組織
単位内のすべてのアカウントをソースアカウントとして設定する
これらの手順は、ステップ 2: (オプション) AWS CloudFormation テンプレートまたは URL をダウンロー
ドする (p. 860) の手順を実行し、必要な AWS CloudFormation テンプレートを既にダウンロードしてい
ることを前提としています。

AWS CloudFormation テンプレートを使用して、組織または組織単位内のアカウントをモニター
リングアカウントにリンクするには

1. 組織のモニターリングアカウントにサインインします。
2. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
3. 左のナビゲーションバーから [StackSets] を選択します。
4. 目的のリージョンにサインインしていることを確認し、[Create StackSet] (StackSet の作成) を選択し

ます。
5. [Next] (次へ) をクリックします。
6. [Template is ready] (テンプレートの準備完了) を選択し、[Upload a template file] (テンプレートファイ

ルをアップロード) を選択します。
7. [Choose file] (ファイルを選択) を選択し、モニターリングアカウントからダウンロードしたテンプ

レートを選択して、[Open] (開く) をクリックします。
8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [Specify StackSet details] (StackSet の詳細を指定) で、StackSet の名前を入力して [Next] (次へ) をク

リックします。
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10. [Add stacks to stack set] (スタックセットにスタックを追加) で、[Deploy new stacks] (新しいスタック
のデプロイ) を選択します。

11. [Deployment targets] (デプロイターゲット) で、組織全体にデプロイするか、特定の組織単位にデプロ
イするかを選択します。

12. [Specify regions] (リージョンを指定) で、CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティをデプ
ロイするリージョンを選択します。

13. [Next] (次へ) をクリックします。
14. [Review] (確認) ページで、選択内容を確認し [Submit] (送信) をクリックします。
15. [Stack instances] (スタックインスタンス) タブで、スタックインスタンスのステータスが

CREATE_COMPLETE になるまで画面を更新します。

AWS CloudFormation テンプレートを使用して個別のソースアカ
ウントを設定する
これらの手順は、ステップ 2: (オプション) AWS CloudFormation テンプレートまたは URL をダウンロー
ドする (p. 860) の手順を実行し、必要な AWS CloudFormation テンプレートを既にダウンロードしてい
ることを前提としています。

AWS CloudFormation テンプレートを使用して、CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリ
ティ用に個別のソースアカウントを設定するには

1. ソースアカウントにサインインします。
2. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
3. 左のナビゲーションバーで [Stacks] (スタック) を選択します。
4. 目的のリージョンにログインしていることを確認し、[Create stack] (スタックの作成)、[With new 

resources (standard)] (新しいリソースを使用 (標準)) を選択します。
5. [Next] (次へ) をクリックします。
6. [テンプレートファイルをアップロード] を選択します。
7. [Choose file] (ファイルを選択) を選択し、モニターリングアカウントからダウンロードしたテンプ

レートを選択して、[Open] (開く) をクリックします。
8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [Specify stack details] (スタックの詳細を指定) ページで、スタックの名前を入力して [Next] (次へ) を

クリックします。
10. [Configure stack options] (スタックオプションの設定) ページで、[Next] (次へ) を選択します。
11. [Review] (確認) ページで [Submit] (送信) をクリックします。
12. スタックのステータスのページで、ステータスが CREATE_COMPLETE になるまで画面を更新しま

す。
13. 同じテンプレートを使用して他のソースアカウントをこのモニターリングアカウントにリンクするに

は、このアカウントからサインアウトし、次のソースアカウントにサインインします。その後、2 か
ら 12 の手順を繰り返します。

URL を使用して個別のソースアカウントを設定する
これらの手順は、ステップ 2: (オプション) AWS CloudFormation テンプレートまたは URL をダウンロー
ドする (p. 860) の手順を実行し、必要な URL を既にコピーしていることを前提としています。

URL を使用して個々のソースアカウントをモニターリングアカウントにリンクするには

1. ソースアカウントとして使用するアカウントにサインインします。
2. モニターリングアカウントからコピーした URL を入力します。
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いくつかの情報が入力された CloudWatch の設定ページが表示されます。
3. [Select data] (データを選択) で、このソースアカウントが [Logs] (ログ)、[Metrics] (メトリク

ス)、[Traces] (トレース) のデータをモニターリングアカウントと共有するかどうかを選択します。
4. [Enter monitoring account configuration ARN] (モニターリングアカウント設定 ARN を入力) で ARN を

変更しないでください。
5. [Define a label to identify your source account] (ラベルを定義してソースアカウントを特定する) セク

ションには、モニターリングアカウントで選択したラベルがあらかじめ入力されています。必要に応
じて、[Edit] (編集) を選択し変更します。

6. [Link (リンク)] を選択します。
7. ボックスに「Confirm」と入力し、[Confirm] (確認) をクリックします。
8. 同じ URL を使用して他のソースアカウントをこのモニターリングアカウントにリンクするには、この

アカウントからサインアウトし、次のソースアカウントにログインします。その後、2 から 7 の手順
を繰り返します。

モニターリングアカウントとソースアカウントを管
理する

モニターリングアカウントとソースアカウントを設定したら、次のセクションの手順を実行してそれらを
管理できます。

目次
• モニターリングアカウントにソースアカウントを追加でリンクする (p. 863)
• モニターリングアカウントとソースアカウント間のリンクを削除する (p. 864)
• モニターリングアカウントに関する情報を表示する (p. 865)

モニターリングアカウントにソースアカウントを追加
でリンクする
このセクションの手順を実行して、他のソースアカウントから既存のモニターリングアカウントにリンク
を追加できます。

各ソースアカウントは、最大 5 つのモニターリングアカウントにリンクできます。各モニターリングアカ
ウントは、最大 100,000 個のソースアカウントにリンクできます。

ソースアカウントを管理するには、特定のアクセス許可が必要です。詳細については、「必要なアクセス
許可 (p. 857)」を参照してください。

モニターリングアカウントにソースアカウントをさらに追加するには

1. モニターリングアカウントにサインインします。
2. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
3. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
4. [Monitoring account configuration] (モニターリングアカウント設定) から、[Manage source accounts]

(ソースアカウントを管理) を選択します。
5. [Configuration policy] (設定ポリシー) タブを選択します。
6. [Configuration policy] (設定ポリシー) ボックスの [Principal] (プリンシパル) 行に新しいソースアカウン

ト ID を追加します。
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例えば、現在 [Principal] (プリンシパル) 行が次のようになっているとします。

"Principal": {"AWS": ["111111111111", "222222222222"]}

3 番目のソースアカウントとして 999999999999 を追加するには、次のように行を編集します。

"Principal": {"AWS": ["111111111111", "222222222222", "999999999999"]}

7. [Update] (更新) を選択します。
8. [Configuration set] (設定の詳細) タブを選択します。
9. モニターリングアカウントのシンクの ARN の横にあるコピーアイコンを選択します。
10. 新しいソースアカウントとして使用するアカウントにサインインします。
11. ブラウザにコピーした URL を入力します。

いくつかの情報が入力された CloudWatch の設定ページが表示されます。
12. [Select data] (データを選択) で、このソースアカウントが [Logs] (ログ)、[Metrics] (メトリク

ス)、[Traces] (トレース) のデータをモニターリングアカウントと共有するかどうかを選択します。
13. [Enter monitoring account configuration ARN] (モニターリングアカウント設定 ARN を入力) で ARN を

変更しないでください。
14. [Define a label to identify your source account] (ラベルを定義してソースアカウントを特定する) セク

ションには、モニターリングアカウントで選択したラベルがあらかじめ入力されています。必要に応
じて、[Edit] (編集) を選択し変更します。

15. [Link (リンク)] を選択します。
16. ボックスに「Confirm」と入力し、[Confirm] (確認) をクリックします。

モニターリングアカウントとソースアカウント間のリ
ンクを削除する
ソースアカウントからモニターリングアカウントへのデータの送信を停止するには、このセクションの手
順を実行します。

このタスクを完了するには、ソースアカウントの管理に必要となるアクセス許可が必要です。詳細につい
ては、「必要なアクセス許可 (p. 857)」を参照してください。

ソースアカウントとモニターリングアカウント間のリンクを削除するには

1. ソースアカウントにサインインします。
2. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
3. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
4. [Source account information] (ソースアカウント情報) で、[View monitoring accounts] (モニターリング

アカウントを表示) を選択します。
5. データの共有を停止するモニターリングアカウントの横にあるチェックボックスをオンします。
6. [Stop sharing data] (データの共有を停止する)、[Confirm] (確認) の順を選択します。
7. モニターリングアカウントにサインインします。
8. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
9. [Settings] (設定) を選択します。
10. [Monitoring account information] (モニターリングアカウント情報) で、[View configuration] (設定の表

示) を選択します。
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11. [Policy] (ポリシー) ボックスで、[Principal] (プリンシパル) 行からソースアカウント ID を削除
し、[Update] (更新) をクリックします。

モニターリングアカウントに関する情報を表示する
モニターリングアカウントのクロスアカウント設定を表示するには、このセクションの手順を実行しま
す。

モニターリングアカウントを管理するには、特定のアクセス許可が必要です。詳細については、「必要な
アクセス許可 (p. 857)」を参照してください。

モニターリングアカウントを管理するには

1. モニターリングアカウントにサインインします。
2. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
3. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
4. [Monitoring account configuration] (モニターリングアカウント設定) から、[Manage source accounts]

(ソースアカウントを管理) を選択します。
5. このアカウントをモニターリングアカウントとして有効にする Observability Access Manager ポリ

シーを表示するには、[Configuration policy] (設定ポリシー) タブを選択します。
6. このモニターリングアカウントにリンクされているソースアカウントを表示するには、[Linked source 

accounts] (リンクされたソースアカウント) タブを選択します。
7. モニターリングアカウントのシンクの ARN、およびモニターリングアカウントがリンクされている

ソースアカウントで表示できるデータのタイプを確認するには、[Linked source accounts] (リンクさ
れたソースアカウント) タブを選択します。
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CloudWatch エージェントを使用して 
Amazon EC2 インスタンスとオンプ
レミスサーバーからメトリクスとロ
グを収集する

統合 CloudWatch エージェントを使用すると、以下のことを実行できます。

• オペレーティングシステム全体で Amazon EC2 インスタンスから内部システムレベルのメトリクスを収
集します。このメトリクスには、EC2 インスタンスのメトリクスに加えて、ゲスト内メトリクスを含め
ることができます。収集することができる追加のメトリクスについては、「CloudWatch エージェント
により収集されるメトリクス (p. 967)」を参照してください。

• オンプレミスサーバーからシステムレベルのメトリクスを収集します。これには、ハイブリッド環境の
サーバーや によって管理されていないサーバーも含まれる可能性がありますAWS

• カスタムメトリクスは、StatsD および collectd プロトコルを使用して、アプリケーションまたは
サービスから取得します。StatsD は、Linux サーバーと、Windows Server を実行するサーバーの両方
でサポートされています。collectd は、Linux サーバーでのみサポートされています。

• Linux または Windows Server を実行している Amazon EC2 インスタンスおよびオンプレミスサーバー
から､ログを収集します。

Note

CloudWatch エージェントは、FIFO パイプからのログの収集をサポートしていません。

CloudWatch エージェントで収集したメトリクスは、他の CloudWatch メトリクスと同様に、CloudWatch 
でも保存して表示できます。CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクスのデフォルトの名前
空間は CWAgent ですが、エージェントを構成するときに別の名前空間を指定できます。

統合 CloudWatch エージェントによって収集されたログは、古い CloudWatch Logs エージェントによって
収集されたログと同様に、Amazon CloudWatch Logs に処理され、保存されます。CloudWatch Logs の料
金の詳細については、Amazon CloudWatch の料金をご覧ください。

CloudWatch エージェントによって収集されたメトリクスは、カスタムメトリクスとして請求されま
す。CloudWatch メトリクスの料金の詳細については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照してくださ
い。

CloudWatch エージェントは MIT ライセンスの下でオープンソースであり、GitHub でホストされていま
す。CloudWatch エージェントの構築、カスタマイズ、または貢献をご希望の場合は、最新の手順につい
て GitHub リポジトリを参照してください。セキュリティの問題の兆候を見つけても、GitHub などの公開
フォーラムに投稿しないでください。代わりに、脆弱性レポートまたは AWS セキュリティに直接 E メー
ルを送信するの手順に従ってください。

このセクションのステップでは、Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーに統合 CloudWatch 
エージェントをインストールする方法について説明します。CloudWatch エージェントで収集できるメト
リクスの詳細については、「CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクス (p. 967)」を参照し
てください。

サポートされるオペレーティングシステム

CloudWatch エージェントは、以下のオペレーティングシステム上の x86-64 アーキテクチャでサポートさ
れています。
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• Amazon Linux 2
• Amazon Linux バージョン 2014.03.02 以降
• Ubuntu Server バージョン 20.04、18.04、16.04 および 14.04
• CentOS バージョン 8 ストリームおよびバージョン 7
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) バージョン 8.4、8.3、8.2、8.1、8.0、7.7、7.6、7.5、7.4、7.2、7.0
• Debian バージョン 10
• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) バージョン 15 およびバージョン 12
• Oracle Linux バージョン 8.6、8.4、8.3、8.2、8.1、7.8、7.6、7.5
• 次の macOS コンピュータ: EC2 Mac1 インスタンス、および macOS 13 (Ventura)、macOS 12 

(Monterey)、macOS 11 (Big Sur) を実行しているコンピュータ
• 64 ビットバージョンの Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 

2016、Windows Server 2012 R2
• x86-64 コンピュータで実行される 64 ビット版 Windows 10

エージェントは、以下のオペレーティングシステム上のARM 64 アーキテクチャでサポートされていま
す。

• Amazon Linux 2
• Ubuntu Server バージョン 20.04 および 18.04
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) バージョン 7.6
• SUSE Linux Enterprise Server 15

インストールプロセスの概要

CloudWatch エージェントは、コマンドラインを使用して手動でダウンロードおよびインストールできま
す。または、SSM と統合することもできます。いずれかのメソッドを使用して CloudWatch エージェント
をインストールする一般的な流れは次のとおりです。

1. IAM ロールまたはユーザーを作成し、エージェントでサーバーからメトリクスを収集するか、必要に応
じて と統合できるようにしますAWS Systems Manager

2. エージェントパッケージをダウンロードします。
3. CloudWatch エージェント設定ファイルを変更して、収集するメトリクスを指定します。
4. サーバーにエージェントをインストールして起動します。EC2 インスタンスにエージェントをインス

トールする際、ステップ 1 で作成した IAM ロールをアタッチします。オンプレミスサーバー上にエー
ジェントをインストールしたら、ステップ 1 で作成した IAM ユーザーの認証情報を含む名前付きプロ
ファイルを指定します。

内容
• CloudWatch エージェントのインストール (p. 867)
• CloudWatch エージェント設定ファイルを作成する (p. 908)
• CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクス (p. 967)
• AWS OpenTelemetry Collector を CloudWatch エージェントと共に使用する (p. 979)
• CloudWatch エージェントの一般的なシナリオ (p. 980)
• CloudWatch エージェントのトラブルシューティング (p. 987)

CloudWatch エージェントのインストール
CloudWatch エージェントは、Amazon Linux 2 のパッケージとして利用できます。このオペレーティング
システムを使用している場合は、以下のコマンドを入力してパッケージをインストールできます。また、
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インスタンスにアタッチされた IAM ロールに CloudWatchAgentServerPolicy がアタッチされていることを
確認する必要もあります。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスの CloudWatch エージェントで
使用する IAM ロールを作成する (p. 884)」を参照してください。

sudo yum install amazon-cloudwatch-agent

Linux や Windows Server など、サポートされているすべてのオペレーティングシステムで、コマンドラ
インに Amazon S3 ダウンロードリンクを使用するか、SSM を使用するか、AWS CloudFormation テンプ
レートを使用するかのいずれかで CloudWatch エージェントをダウンロードしてインストールできます。
詳細については、以下のセクションを参照してください。

内容
• コマンドラインを使用した CloudWatch エージェントのインストール (p. 868)
• AWS Systems Manager を使用した CloudWatch エージェントのインストール (p. 883)
• を使用して新しいインスタンスに CloudWatch エージェントをインストールするAWS 

CloudFormation (p. 897)
• CloudWatch エージェントパッケージの署名の検証 (p. 901)

コマンドラインを使用した CloudWatch エージェント
のインストール
以下のトピックを使用して、CloudWatch エージェントパッケージのダウンロード、設定、インストール
を行います。

トピック
• コマンドラインを使用して CloudWatch エージェントをダウンロードおよび設定する (p. 868)
• CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成する (p. 873)
• サーバーでの CloudWatch エージェントのインストールおよび実行 (p. 875)

コマンドラインを使用して CloudWatch エージェントをダウン
ロードおよび設定する
以下のステップを使用して、CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードし、IAM ロールまたは
ユーザーを作成します。また、必要に応じて、共通の設定ファイルを変更します。

CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードする
CloudWatch エージェントは、Amazon Linux 2 のパッケージとして利用できます。このオペレーティング
システムを使用している場合は、以下のコマンドを入力してパッケージをインストールできます。また、
インスタンスにアタッチされた IAM ロールに CloudWatchAgentServerPolicy がアタッチされていること
を確認する必要もあります。詳細については、「CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユー
ザーを作成する (p. 873)」を参照してください。

sudo yum install amazon-cloudwatch-agent

サポートされているすべてのオペレーティングシステムで、コマンドラインを使用して、CloudWatch 
エージェントをダウンロードしてインストールできます。

ダウンロードリンクごとに、全般的なリンクと各リージョンのリンクがあります。例えば、Amazon Linux 
と Amazon Linux 2 および x86-64 アーキテクチャの場合、有効なダウンロードリンクのうち 3 つは次のと
おりです。
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• https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/amazon_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

• https://s3.us-east-1.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-us-east-1/
amazon_linux/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm

• https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-eu-central-1/
amazon_linux/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm

エージェントに対する最新の変更に関する README ファイル、およびダウンロード可能なバージョン番
号を示すファイルをダウンロードすることもできます。これらのファイルは次の場所にあります。

• https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/info/latest/RELEASE_NOTES、
または https://s3.region.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-Region/info/
latest/RELEASE_NOTES

• https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/info/latest/CWAGENT_VERSION、
または https://s3.region.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-Region/info/
latest/CWAGENT_VERSION

アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

x86-64 Amazon Linux 
および Amazon 
Linux 2

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

x86-64 CentOS https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
centos/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/centos/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
centos/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/centos/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

x86-64 Redhat https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/amd64/

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/amd64/
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アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

x86-64 SUSE https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/suse/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/suse/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

x86-64 Debian https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
debian/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/debian/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
debian/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/debian/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb.sig

x86-64 Ubuntu https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb.sig

x86-64 Oracle https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
oracle_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/oracle_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
oracle_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/oracle_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig
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アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

x86-64 macOS https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
darwin/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.pkg

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/darwin/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.pkg

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
darwin/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.pkg.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/darwin/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.pkg.sig

x86-64 Windows https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
windows/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.msi

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/windows/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.msi

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
windows/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.msi.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/windows/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.msi.sig

ARM64 Amazon Linux 
2

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/arm64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

ARM64 Red Hat https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig
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アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

ARM64 Ubuntu https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb.sig

ARM64 SUSE https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/suse/arm64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-regionsuse/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

コマンドラインを使用して CloudWatch エージェントパッケージをインストールするには

1. CloudWatch エージェントをダウンロードします。

Linux サーバーで、次のように入力します。download-link の場合、前の表の適切なダウンロード
リンクを使用します。

wget download-link

Windows Server を実行しているサーバーで、次のファイルをダウンロードします。

https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/windows/amd64/latest/amazon-cloudwatch-
agent.msi

2. パッケージをダウンロードしたら、オプションでパッケージの署名を確認できます。詳細について
は、「CloudWatch エージェントパッケージの署名の検証 (p. 901)」を参照してください。

3. パッケージをインストールします。Linux サーバーに RPM パッケージをダウンロードした場合は、
パッケージがあるディレクトリに移動し、以下を入力します。

sudo rpm -U ./amazon-cloudwatch-agent.rpm

Linux サーバーに DEB パッケージをダウンロードした場合は、パッケージがあるディレクトリに移動
し、以下を入力します。

sudo dpkg -i -E ./amazon-cloudwatch-agent.deb
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Windows Server を実行するサーバーに MSI パッケージをダウンロードした場合は、パッケージがあ
るディレクトリに移動し、以下を入力します。

msiexec /i amazon-cloudwatch-agent.msi

このコマンドは PowerShell 内からも使用できます。MSI コマンドオプションの詳細について
は、Microsoft Windows のドキュメントで「Command-Line Options」を参照してください。

エージェントの設定ファイルを作成して変更する

CloudWatch エージェントをダウンロードしたら、サーバーでエージェントを開始する前に設定ファ
イルを作成する必要があります。詳細については、「CloudWatch エージェント設定ファイルを作成す
る (p. 908)」を参照してください。

CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作
成する
AWS リソースにアクセスするには、アクセス権限が必要です。IAM ロール、IAM ユーザー、またはその
両方を作成して、CloudWatch エージェントが CloudWatch にメトリクスを書き込むために必要なアクセ
ス許可を付与します。Amazon EC2 インスタンスでエージェントを使用する場合は、IAM ロールを作成す
る必要があります。オンプレミスサーバーでエージェントを使用する場合は、IAM ユーザーを作成する必
要があります。

Note

お客様にこれらのポリシーを自分で作成するよう求める代わりに、Amazon が作成した新しい
CloudWatchAgentServerPolicy および CloudWatchAgentAdminPolicy ポリシーを使用
して、最近以下の手順を変更しました。Parameter Store へのファイル書き込みおよびファイルの
ダウンロードについては、Amazon によって作成されたポリシーで、AmazonCloudWatch- で始
まる名前を持つファイルのみサポートします。ファイル名が AmazonCloudWatch- で始まらな
い CloudWatch エージェント設定ファイルがある場合、これらのポリシーを使用してファイルを 
Parameter Store に書き込んだり、Parameter Store からダウンロードしたりすることはできませ
ん。

Amazon EC2 インスタンスで CloudWatch エージェントを実行する場合は、次の手順を使用して必要な 
IAM ロールを作成します。このロールでは、インスタンスから情報を読み取り、CloudWatch に書き込む
アクセス権限が提供されます。

EC2 インスタンスで CloudWatch エージェントを実行するのに必要な IAM ロールを作成するには

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

2. 左側のナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [信頼されたエンティティタイプ] で、[AWS のサービス] が選択されていることを確認します。
4. [Use case] (ユースケース) の [Common use cases] (一般的なユースケース) で、[EC2] を選択します。
5. [Next] (次へ) をクリックします。
6. ポリシーのリストで、[CloudWatchAgentServerPolicy] の横にあるチェックボックスを選択します。必

要に応じて、検索ボックスを使用してポリシーを見つけます。
7. [Next] (次へ) をクリックします。
8. [ロール名] に、ロールの名前 (例: CloudWatchAgentServerRole) を入力します。必要に応じて説明

を入力します。続いて、[Create role] を選択します。

これでロールが作成されました。
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9. (オプション) エージェントが CloudWatch Logs にログを送信する予定であり、エージェ
ントがこれらのロググループの保持ポリシーを設定できるようにする場合は、ロールに
logs:PutRetentionPolicy 許可を追加する必要があります。詳細については、「CloudWatch 
エージェントによるログの保持ポリシーの設定を許可 (p. 874)」を参照してください。

オンプレミスサーバーで CloudWatch エージェントを実行する場合は、次のステップを使用して、必要な 
IAM ユーザーを作成します。

CloudWatch エージェントをオンプレミスサーバーで実行するために必要な IAM ユーザーを作成
するには

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

2. 左側のナビゲーションペインで [Users] (ユーザー)、[Add users] (ユーザーの追加) の順に選択しま
す。

3. 新しいユーザーのユーザー名を入力します。
4. [Access key - Programmatic access] (アクセスキー - プログラムによるアクセス)、[Next: Permissions]

(次へ: 許可) の順に選択します。
5. [既存のポリシーを直接アタッチする] を選択します。
6. ポリシーのリストで、[CloudWatchAgentServerPolicy] の横にあるチェックボックスを選択します。必

要に応じて、検索ボックスを使用してポリシーを見つけます。
7. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
8. オプションで、新しい IAM ユーザーのタグを作成し、[Next:Review] (次へ: 確認) を選択します。
9. 適切なポリシーがリストされていることを確認し、[Create user] (ユーザーを作成) を選択します。
10. 新しいユーザーの名前の横にある [Show] を選択します。エージェントのイントール時に使用できるよ

うに、アクセスキーとシークレットキーをファイルにコピーします。[Close] (閉じる) を選択します。

CloudWatch エージェントによるログの保持ポリシーの設定を許可

CloudWatch エージェントを構成して、ログイベントの送信先となるロググループ用の保持ポリ
シーを設定できます。これを実行する場合は、エージェントが使用する IAM ロールまたはユーザに
logs:PutRetentionPolicy を付与する必要があります。エージェントは IAM ロールを使用して 
Amazon EC2 インスタンスで実行し、オンプレミスのサーバーに IAM ユーザーを使用します。

CloudWatch エージェントの IAM ロールにログの保持ポリシーを設定するための許可を付与する
には

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

2. 左のナビゲーションペインで、[Roles] (ロール) を選択します。
3. 検索ボックスで、CloudWatch エージェントの IAM ロールの名前の先頭を入力します。この名前は、

ロールの作成時に選択されました。CloudWatchAgentServerRole という名前が付けられる場合が
あります。

ロールが表示されたら、ロールの名前を選択します。
4. [Permissions] (許可) タブで、[Add permissions] (許可の追加)、[Create inline policy] (インラインポリ

シーの作成) をクリックします。
5. [JSON] タブを選択し、次のポリシーをボックスにコピーして、ボックスのデフォルトの JSON を置

き換えます。

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "logs:PutRetentionPolicy", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

6. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
7. [Name] (名前) で、CloudWatchAgentPutLogsRetention などと入力し、[Create policy] (ポリシー

を作成) を選択します。

CloudWatch エージェントの IAM ユーザーにログ保持ポリシーを設定するための許可を付与する
には

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

2. 左のナビゲーションペインで、[Users] (ユーザー) を選択します。
3. 検索ボックスで、CloudWatch エージェントの IAM ユーザーの名前の先頭を入力します。この名前

は、ユーザーの作成時に選択されました。

ユーザーが表示されたら、ユーザーの名前を選択します。
4. [アクセス許可] タブで [インラインポリシーの追加] を選択します。
5. [JSON] タブを選択し、次のポリシーをボックスにコピーして、ボックスのデフォルトの JSON を置

き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "logs:PutRetentionPolicy", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

6. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
7. [Name] (名前) で、CloudWatchAgentPutLogsRetention などと入力し、[Create policy] (ポリシー

を作成) を選択します。

サーバーでの CloudWatch エージェントのインストールおよび実
行
必要なエージェント設定ファイルを作成し、IAM ロールまたは IAM ユーザーを作成したら、次のステッ
プに従い、作成した設定を使用してサーバーにエージェントをインストールして実行します。まず、エー
ジェントを実行するサーバーに IAM ロールまたは IAM ユーザーをアタッチします。次に、そのサーバー
にエージェントパッケージをダウンロードし、作成したエージェントの設定を使用して起動します。

S3 ダウンロードリンクを使用して CloudWatch エージェントパッケージをダウン
ロードする

エージェントはその実行先となる各サーバーにインストールする必要があります。
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Amazon Linux 2

CloudWatch エージェントは、Amazon Linux 2 のパッケージとして利用できます。このオペレーティング
システムを使用している場合は、以下のコマンドを入力してパッケージをインストールできます。また、
インスタンスにアタッチされた IAM ロールに CloudWatchAgentServerPolicy がアタッチされていることを
確認する必要もあります。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスの CloudWatch エージェントで
使用する IAM ロールを作成する (p. 884)」を参照してください。

sudo yum install amazon-cloudwatch-agent

すべてのオペレーティングシステム

サポートされているすべてのオペレーティングシステムで、以下の手順で説明するように、コマンドライ
ンと Amazon S3 ダウンロードリンクを使用して、CloudWatch エージェントをダウンロードしてインス
トールできます。

ダウンロードリンクごとに、全般的なリンクと各リージョンのリンクがあります。例えば、Amazon Linux 
と Amazon Linux 2 および x86-64 アーキテクチャの場合、有効なダウンロードリンクのうち 3 つは次のと
おりです。

• https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/amazon_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

• https://s3.us-east-1.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-us-east-1/
amazon_linux/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm

• https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-eu-central-1/
amazon_linux/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm

アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

x86-64 Amazon Linux 
および Amazon 
Linux 2

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

x86-64 CentOS https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
centos/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/centos/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
centos/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/centos/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

x86-64 Redhat https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
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アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

redhat/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

redhat/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

x86-64 SUSE https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/suse/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/suse/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

x86-64 Debian https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
debian/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/debian/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
debian/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/debian/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb.sig

x86-64 Ubuntu https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb.sig
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アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

x86-64 Oracle https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
oracle_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/oracle_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
oracle_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/oracle_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

x86-64 macOS https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
darwin/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.pkg

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/darwin/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.pkg

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
darwin/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.pkg.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/darwin/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.pkg.sig

x86-64 Windows https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
windows/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.msi

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/windows/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.msi

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
windows/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.msi.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/windows/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.msi.sig

ARM64 Amazon Linux 
2

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/arm64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig
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アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

ARM64 Red Hat https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

ARM64 Ubuntu https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb.sig

ARM64 SUSE https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/suse/arm64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-regionsuse/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

コマンドラインを使用して CloudWatch エージェントを Amazon EC2 インスタンスにインストー
ルするには

1. CloudWatch エージェントをダウンロードします。Linux サーバーで、次のように入力しま
す。download-link の場合、前の表の適切なダウンロードリンクを使用します。

wget download-link

Windows Server を実行しているサーバーの場合、次のファイルをダウンロードします。

https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/windows/amd64/latest/amazon-cloudwatch-
agent.msi

2. パッケージをダウンロードしたら、オプションでパッケージの署名を確認できます。詳細について
は、「CloudWatch エージェントパッケージの署名の検証 (p. 901)」を参照してください。

3. パッケージをインストールします。Linux サーバーに RPM パッケージをダウンロードした場合は、
パッケージがあるディレクトリに移動し、以下を入力します。
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sudo rpm -U ./amazon-cloudwatch-agent.rpm

Linux サーバーに DEB パッケージをダウンロードした場合は、パッケージがあるディレクトリに移動
し、以下を入力します。

sudo dpkg -i -E ./amazon-cloudwatch-agent.deb

Windows Server を実行するサーバーに MSI パッケージをダウンロードした場合は、パッケージがあ
るディレクトリに移動し、以下を入力します。

msiexec /i amazon-cloudwatch-agent.msi

このコマンドは PowerShell 内からも使用できます。MSI コマンドオプションの詳細について
は、Microsoft Windows のドキュメントで「Command-Line Options」を参照してください。

(EC2 インスタンスへのインストール) IAM ロールのアタッチ

CloudWatch エージェントで、インスタンスのデータを送信できるようにするには、IAM ロールをインス
タンスにアタッチする必要があります。アタッチするロールは CloudWatchAgentServerRole です。この
ロールは事前に作成しておく必要があります。詳細については、「CloudWatch エージェントで使用する 
IAM ロールとユーザーを作成する (p. 873)」を参照してください。

インスタンスに IAM ロールをアタッチする方法の詳細については、Windows インスタンス用 Amazon 
EC2 ユーザーガイドの「IAM ロールをインスタンスにアタッチする」を参照してください。

(オンプレミスサーバーへのインストール) IAM 認証情報と AWS リージョンを指
定する

CloudWatch エージェントで、オンプレミスサーバーのデータを送信できるようにするには、先ほど作成
した IAM ユーザーのアクセスキーおよびシークレットキーを指定する必要があります。このユーザーの作
成方法については、「CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成する (p. 873)」
を参照してください。

また、メトリクスを送信する AWS リージョンを指定する必要があります。そのためには、次の例に示さ
れているように、region 設定ファイルの [AmazonCloudWatchAgent] セクションの AWS フィールド
を使用します。

[profile AmazonCloudWatchAgent]
region = us-west-1

aws configure コマンドを使用して CloudWatch エージェントの名前付きプロファイルを作成する例を
以下に示します。この例では、AmazonCloudWatchAgent のデフォルトプロファイル名を使用している
ものとします。

CloudWatch エージェントの AmazonCloudWatchAgent プロファイルを作成するには

1. まだの場合は、AWS Command Line Interface をサーバーにインストールしてください。詳細につい
ては、「AWS CLI のインストール」を参照してください。

2. Linux サーバーでは、以下のコマンドを入力し、プロンプトに従います。

sudo aws configure --profile AmazonCloudWatchAgent
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Windows Server では、管理者として PowerShell を開き、以下のコマンドを入力して、プロンプトに
従います。

aws configure --profile AmazonCloudWatchAgent

インターネットアクセスを確認する

CloudWatch または CloudWatch Logs にデータを送信するには、Amazon EC2 インスタンスにアウ
トバウンドインターネットアクセスが必要です。インターネットアクセスの詳しい設定方法について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。

プロキシで設定するエンドポイントとポートは、次のとおりです。

• エージェントを使用してメトリクスを収集する場合は、適切なリージョンの CloudWatch エンドポイン
トを許可リストに追加する必要があります。これらのエンドポイントは、「Amazon CloudWatch エン
ドポイントとクォータ」に記載されています。

• エージェントを使用してログを収集する場合は、適切なリージョンの CloudWatch Logs エンドポイント
を許可リストに追加する必要があります。これらのエンドポイントは、「Amazon CloudWatch Logs エ
ンドポイントとクォータ」に記載されています。

• Systems Manager を使用してエージェントをインストールするか、Parameter Store を使用して設定
ファイルを保存する場合は、適切なリージョンの Systems Manager エンドポイントを許可リストに追加
する必要があります。これらのエンドポイントは、「AWS Systems Manager エンドポイントとクォー
タ」に記載されています。

(オプション) プロキシ情報またはリージョン情報の一般的な設定を変更する

CloudWatch エージェントには、common-config.toml と呼ばれる設定ファイルが含まれます。必要に
応じてこのファイルを使用して、プロキシおよびリージョン情報を指定できます。

Linux を実行しているサーバーでは、このファイルは /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/
etc ディレクトリにあります。Windows Server を実行しているサーバーでは、このファイルは C:
\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent ディレクトリにあります。

デフォルトの common-config.toml は次のとおりです。

# This common-config is used to configure items used for both ssm and cloudwatch access 
  
  
## Configuration for shared credential.
## Default credential strategy will be used if it is absent here:
##            Instance role is used for EC2 case by default.
##            AmazonCloudWatchAgent profile is used for the on-premises case by default.
# [credentials]
#    shared_credential_profile = "{profile_name}"
#    shared_credential_file= "{file_name}" 
  
## Configuration for proxy.
## System-wide environment-variable will be read if it is absent here.
## i.e. HTTP_PROXY/http_proxy; HTTPS_PROXY/https_proxy; NO_PROXY/no_proxy
## Note: system-wide environment-variable is not accessible when using ssm run-command.
## Absent in both here and environment-variable means no proxy will be used.
# [proxy]
#    http_proxy = "{http_url}"
#    https_proxy = "{https_url}"
#    no_proxy = "{domain}"
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初期状態では、すべての行がコメントアウトされています。認証情報プロファイルやプロキシ設定を
設定するには、その行から # を削除し、値を指定します。このファイルを手動で編集するか、Systems 
Manager の RunShellScript Run Command を使用できます。

• shared_credential_profile – オンプレミスサーバーの場合、このコード行では、データを 
CloudWatch に送信するために使用する IAM ユーザー認証情報を指定します。このコード行をコメ
ントアウトした場合、AmazonCloudWatchAgent が使用されます。このプロファイルの作成の詳細
については、「(オンプレミスサーバーへのインストール) IAM 認証情報と AWS リージョンを指定す
る (p. 880)」を参照してください。

EC2 インスタンスでは、このコード行を使用して、CloudWatch エージェントでこのインスタンスの
データを別の AWS リージョンの CloudWatch に送信します。そのためには、送信先のリージョンの名
前を指定する region フィールドを含む名前付きプロファイルを指定します。

shared_credential_profile を指定する場合は、[credentials] 行の先頭から # を削除する必要
もあります。

• shared_credential_file – エージェントでデフォルトのパス以外のパスにあるファイルの認証情
報を検索するには、ここで完全なパスとファイル名を指定します。デフォルトのパスは、/root/.aws
(Linux) および C:\\Users\\Administrator\\.aws (Windows Server) です。

以下の最初の例は、Linux サーバーで有効な shared_credential_file 行の構文です。2 番目の例
は、Windows Server で有効です。Windows Server では、\ 文字をエスケープする必要があります。

shared_credential_file= "/usr/username/credentials"

shared_credential_file= "C:\\Documents and Settings\\username\\.aws\\credentials"

shared_credential_file を指定する場合は、[credentials] 行の先頭から # を削除する必要も
あります。

• プロキシ設定 – サーバーで HTTP プロキシまたは HTTPS プロキシを使用して AWS サービスに接続す
る場合は、これらのプロキシを http_proxy フィールドと https_proxy フィールドに指定します。
プロキシから除外すべき URL がある場合、カンマで区切って no_proxy フィールドで指定します。

コマンドラインを使用して CloudWatch エージェントを起動する
コマンドラインを使用してサーバー上の CloudWatch エージェントを起動するには、以下のステップを実
行します。

コマンドラインを使用してサーバーの CloudWatch エージェントを起動するには

1. 使用するエージェント設定ファイルを、エージェントを実行するサーバーにコピーします。設定ファ
イルのコピー先のパス名を書き留めます。

2. このコマンドで、-a fetch-config によりエージェントは最新バージョンの CloudWatch エージェ
ント設定ファイルをロードし、-s がエージェントを開始します。

以下のいずれかのコマンドを入力します。configuration-file-path は、エージェント設定ファ
イルへのパスに置き換えます。このファイルの名前は、ウィザードで作成した場合は config.json
になり、手動で作成した場合は amazon-cloudwatch-agent.json になる場合があります。

Linux を実行する EC2 インスタンスで、次のコマンドを入力します。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -
m ec2 -s -c file:configuration-file-path

Linux を実行しているオンプレミスサーバーでは、次のように入力します。
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sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -
m onPremise -s -c file:configuration-file-path

Windows Server を実行する EC2 インスタンスでは、PowerShell コンソールから次のように入力しま
す。

& "C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1" -a 
 fetch-config -m ec2 -s -c file:configuration-file-path

Windows Server を実行するオンプレミスサーバーでは、PowerShell コンソールから次のように入力
します。

& "C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1" -a 
 fetch-config -m onPremise -s -c file:configuration-file-path

AWS Systems Manager を使用した CloudWatch エー
ジェントのインストール
以下のトピックに従い、 を使用して CloudWatch エージェントをインストールおよび実行しますAWS 
Systems Manager

トピック
• CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成する (p. 883)
• CloudWatch エージェントをダウンロードして設定する (p. 887)
• エージェント設定を使用した EC2 インスタンスへの CloudWatch エージェントのインストー

ル (p. 888)
• オンプレミスサーバーへの CloudWatch エージェントのインストール (p. 893)

CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作
成する
AWS リソースにアクセスするには、アクセス権限が必要です。CloudWatch エージェントが CloudWatch 
にメトリクスを書き込み、CloudWatch エージェントが Amazon EC2 および と通信するために必要な許可
を含む IAM ロールとユーザーを作成できますAWS Systems Manager Amazon EC2 インスタンスでは IAM 
ロールを使用し、オンプレミスのサーバーでは IAM ユーザーを使用します。

1 つのロールまたはユーザーを使用することで、CloudWatch エージェントをサーバーにインストール
し、メトリクスを CloudWatch に送信できます。CloudWatch エージェントの設定を Systems Manager 
Parameter Store に保存するには、もう 1 つのロールまたはユーザーが必要です。Parameter Store によ
り、複数のサーバーで 1 つの CloudWatch エージェント設定を使用できます。

Parameter Store に書き込む機能は、広範で強力なアクセス許可です。このアクセス許可は、必要な場合に
のみ使用します。デプロイの複数のインスタンスにアタッチしないでください。CloudWatch エージェン
トの設定を Parameter Store に保存する場合は、次のことを推奨します。

• この設定を実行するインスタンスを 1 つセットアップします。
• このインスタンスでのみ Parameter Store に書き込むには、アクセス許可を持つ IAM ロールを使用しま

す。
• CloudWatch エージェント設定ファイルの使用中および保存中のみ、Parameter Store への書き込みアク

セス許可を持つ IAM ロールを使用します。
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Note

お客様にこれらのポリシーを自分で作成するよう求める代わりに、Amazon が作成した新しい
CloudWatchAgentServerPolicy および CloudWatchAgentAdminPolicy ポリシーを使
用して、最近以下の手順を変更しました。これらのポリシーを使用してエージェント設定ファ
イルを Parameter Store に書き込み、次に Parameter Store からダウンロードするには、エー
ジェント設定ファイルの名前を AmazonCloudWatch- で始める必要があります。ファイル名が
AmazonCloudWatch- で始まらない CloudWatch エージェント設定ファイルがある場合、これら
のポリシーを使用してファイルを Parameter Store に書き込んだり、Parameter Store からファイ
ルをダウンロードしたりすることはできません。

Amazon EC2 インスタンスの CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールを
作成する

最初の手順では、CloudWatch エージェントで実行される各 Amazon EC2 インスタンスにアタッチする必
要がある IAM ロールが作成されます。このロールでは、インスタンスから情報を読み取り、CloudWatch 
に書き込むアクセス権限が提供されます。

2 番目の手順で作成する IAM ロールは、CloudWatch エージェント設定ファイルの作成に使用する 
Amazon EC2 インスタンスにアタッチします。この手順は、このファイルを Systems Manager Parameter 
Store に保存して他のサーバーで使用できるようにする場合に必要です。このロールでは、Parameter 
Store に書き込むアクセス権限と、インスタンスから情報を読み取って CloudWatch に書き込むアクセ
ス権限が提供されます。このロールには、CloudWatch エージェントを実行するだけでなく、Parameter 
Store に書き込むのに十分なアクセス権限が含まれます。

Note

Parameter Store では、標準とアドバンストの階層のパラメータをサポートしています。これら
のパラメータ層は、CloudWatch エージェントの定義済みメトリクスセットで使用可能な詳細の
ベーシックレベル、標準レベル、アドバンストレベルとは関係ありません。

各サーバーが CloudWatch エージェントを実行するのに必要な IAM ロールを作成するには

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

2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択した後、[ロールの作成] を選択します。
3. [Select type of trusted entity ] (信頼されたエンティティの種類を選択) の下で、[AWS service ] (AWS 

サービス) を選択します。
4. [Common use cases (一般的ユースケース)] で [EC2 (EC2)] を選択し、[Next: Permissions (次へ: アク

セス許可)] を選択します。
5. ポリシーのリストで、[CloudWatchAgentServerPolicy] の横にあるチェックボックスを選択します。必

要に応じて、検索ボックスを使用してポリシーを見つけます。
6. Systems Manager を使用して CloudWatch エージェントをインストールまたは設定するには、

[AmazonSSMManagedInstanceCore] の横にあるボックスを選択します。この AWS 管理ポリシーによ
り、インスタンスは Systems Manager サービスコア機能を使用できます。必要に応じて、検索ボック
スを使用してポリシーを見つけます。コマンドラインのみ使用してエージェントを開始および設定す
る場合、このポリシーは必要ありません。

7. [次へ: タグ] を選択します。
8. (オプション) 1 つ以上のタグ/値ペアを追加して、このロールのアクセスを整理、追跡、または制御

し、[次へ: 確認] を選択します。
9. [ロール名] に、新しいロールの名前を入力 (CloudWatchAgentServerRole など) するか、希望する

別の名前を入力します。
10. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、説明を入力します。
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11. [AmazonSSMManagedInstanceCore] およびオプションで [CloudWatchAgentServerPolicy] が [ポリ
シー] の横に表示されることを確認します。

12. [Create role] (ロールの作成) を選択します。

これでロールが作成されました。

次の手順では、IAM ロールを作成します。このロールは、Parameter Store に書き込むこともできます。
このロールを使用してエージェント設定ファイルを Parameter Store に保存し、他のサーバーがそのファ
イルを取得するようにできます。

Parameter Store への書き込みアクセス許可により、広範なアクセスが提供されます。このロールは、
すべてのサーバーにアタッチせずに、管理者のみ使用できるようにします。エージェント設定ファイ
ルを作成し、Parameter Store にコピーしたら、インスタンスからこのロールをデタッチし、代わりに
CloudWatchAgentServerRole を使用してください。

管理者が Parameter Store に書き込むための IAM ロールを作成するには

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

2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択した後、[ロールの作成] を選択します。
3. [Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) の下で、[AWS service] (AWS 

サービス) を選択します。
4. [このロールを使用するサービスを選択] のすぐ下で、[EC2]、[次へ: アクセス許可)] を選択します。
5. ポリシーのリストで、[CloudWatchAgentAdminPolicy] の横にあるチェックボックスを選択します。必

要に応じて、検索ボックスを使用してポリシーを見つけます。
6. Systems Manager を使用して CloudWatch エージェントをインストールまたは設定するには、

[AmazonSSMManagedInstanceCore] の横にあるボックスを選択します。この AWS 管理ポリシーによ
り、インスタンスは Systems Manager サービスコア機能を使用できます。必要に応じて、検索ボック
スを使用してポリシーを見つけます。コマンドラインのみ使用してエージェントを開始および設定す
る場合、このポリシーは必要ありません。

7. [次へ: タグ] を選択します。
8. (オプション) 1 つ以上のタグ/値ペアを追加して、このロールのアクセスを整理、追跡、または制御

し、[次へ: 確認] を選択します。
9. [ロール名] に、新しいロールの名前を入力 (CloudWatchAgentAdminRole など) するか、希望する

別の名前を入力します。
10. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、説明を入力します。
11. [CloudWatchAgentAdminPolicy] およびオプションで [AmazonSSMManagedInstanceCore] が [ポリ

シー] の横に表示されることを確認します。
12. [Create role] (ロールの作成) を選択します。

これでロールが作成されました。

オンプレミスサーバーで CloudWatch エージェントを使用するための IAM ユー
ザーを作成する

最初の手順では、CloudWatch エージェントの実行に必要な IAM ユーザーが作成されます。このユーザー
は、CloudWatch にデータを送信するアクセス許可を提供します。

2 番目の手順では、CloudWatch エージェント設定ファイルを作成するときに使用できる IAM ユーザーを
作成します。このファイルを Systems Manager Parameter Store に保存して、他のサーバーで使用できる
ようにするには、この手順を使用します。このユーザーは、Parameter Store にデータを書き込むアクセス
許可に加えて、CloudWatch に書き込むアクセス許可を提供します。
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Note

Parameter Store では、標準とアドバンストの階層のパラメータをサポートしています。これら
のパラメータ層は、CloudWatch エージェントの定義済みメトリクスセットで使用可能な詳細の
ベーシックレベル、標準レベル、アドバンストレベルとは関係ありません。

CloudWatch エージェントが CloudWatch にデータを書き込むために必要な IAM ユーザーを作成
するには

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

2. ナビゲーションペインで [ユーザー]、[ユーザーの追加] の順に選択します。
3. 新しいユーザーのユーザー名を入力します。
4. [アクセスの種類] で、[プログラムによるアクセス] を選択し、[次の手順: アクセス許可] を選択しま

す。
5. [許可を設定] で、[Attach existing policies directly (既存のポリシーを直接アタッチする)] を選択しま

す。
6. ポリシーのリストで、[CloudWatchAgentServerPolicy] の横にあるチェックボックスを選択します。必

要に応じて、検索ボックスを使用してポリシーを見つけます。
7. Systems Manager を使用して CloudWatch エージェントをインストールまたは設定するには、

[AmazonSSMManagedInstanceCore] の横にあるボックスを選択します。この AWS 管理ポリシーによ
り、インスタンスは Systems Manager サービスコア機能を使用できます。(必要に応じて、検索ボッ
クスを使用してポリシーを検索します。コマンドラインのみを使用してエージェントを開始および設
定する場合、このポリシーは必要ありません。)

8. [次へ: タグ] を選択します。
9. (オプション) 1 つ以上のタグ/値ペアを追加して、このロールのアクセスを整理、追跡、または制御

し、[次へ: 確認] を選択します。
10. 適切なポリシーが表示されていることを確認し、[ユーザーの作成] を選択します。
11. 新しいユーザーの行で、[表示] を選択します。エージェントのイントール時に使用できるように、ア

クセスキーとシークレットキーをファイルにコピーします。[Close] (閉じる) を選択します。

次の手順では、IAM ユーザーを作成します。このユーザーは、Parameter Store に書き込むこともできま
す。他のサーバーが使用できるようにエージェント設定ファイルを Parameter Store に保存する場合は、
この IAM ユーザーを使用する必要があります。この IAM ユーザーは、Parameter Store に書き込むための
アクセス許可を提供します。また、インスタンスから情報を読み取り、CloudWatch に書き込むアクセス
許可も提供します。Systems Manager Parameter Store に書き込むためのアクセス許可は、広範なアクセ
スを提供します。この IAM ユーザーは、すべてのサーバーにアタッチせずに、管理者のみ使用できるよう
にします。この IAM ユーザーは、エージェント設定ファイルを Parameter Store に保存するときにのみ使
用してください。

Parameter Store のファイル設定を保存し、CloudWatch に情報を送信するために必要な IAM ユー
ザーを作成するには

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

2. ナビゲーションペインで [ユーザー]、[ユーザーの追加] の順に選択します。
3. 新しいユーザーのユーザー名を入力します。
4. [アクセスの種類] で、[プログラムによるアクセス] を選択し、[次の手順: アクセス許可] を選択しま

す。
5. [許可を設定] で、[Attach existing policies directly (既存のポリシーを直接アタッチする)] を選択しま

す。
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6. ポリシーのリストで、[CloudWatchAgentAdminPolicy] の横にあるチェックボックスを選択します。必
要に応じて、検索ボックスを使用してポリシーを見つけます。

7. Systems Manager を使用して CloudWatch エージェントをインストールまたは設定するには、
[AmazonSSMManagedInstanceCore] の横にあるチェックボックスをオンにします。この AWS 管理
ポリシーにより、インスタンスは Systems Manager サービスコア機能を使用できます。(必要に応じ
て、検索ボックスを使用してポリシーを検索します。コマンドラインのみを使用してエージェントを
開始および設定する場合、このポリシーは必要ありません。)

8. [次へ: タグ] を選択します。
9. (オプション) 1 つ以上のタグ/値ペアを追加して、このロールのアクセスを整理、追跡、または制御

し、[次へ: 確認] を選択します。
10. 適切なポリシーが表示されていることを確認し、[ユーザーの作成] を選択します。
11. 新しいユーザーの行で、[表示] を選択します。エージェントのイントール時に使用できるように、ア

クセスキーとシークレットキーをファイルにコピーします。[Close] (閉じる) を選択します。

CloudWatch エージェントをダウンロードして設定する
このセクションでは、Systems Manager を使用してエージェントをダウンロードする方法と、その後エー
ジェント設定ファイルを作成する方法について説明します。Systems Manager を使用してエージェントを
ダウンロードするには、Systems Manager に合わせてインスタンスが適切に設定されていることを確認す
る必要があります。

SSM Agent のインストールと更新

Amazon EC2 インスタンスでは、CloudWatch エージェントを使用するにはバージョン 2.2.93.0 以降のイ
ンスタンスが実行されている必要があります。CloudWatch エージェントをインストールする前に、SSM 
Agent を更新するか、インスタンスにインストールしてください (まだの場合)。

Linux を実行しているインスタンスでの SSM Agent のインストールまたは更新については、AWS 
Systems Manager ユーザーガイドの Linux インスタンスでの SSM Agent のインストールおよび設定を参
照してください。

SSM Agent のインストールまたは更新の詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの
SSM Agent の使用を参照してください。

(オプション) Systems Manager の前提条件を確認します。

Systems Manager Run Command を使用して CloudWatch エージェントをインストールおよび設定する前
に、インスタンスが Systems Manager の最低要件を満たしていることを確認してください。詳細について
は、AWS Systems Manager ユーザーガイドの Systems Manager の前提条件を参照してください。

インターネットアクセスを確認する

CloudWatch または CloudWatch Logs にデータを送信するには、Amazon EC2 インスタンスにアウ
トバウンドインターネットアクセスが必要です。インターネットアクセスの詳しい設定方法について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。

プロキシで設定するエンドポイントとポートは、次のとおりです。

• エージェントを使用してメトリクスを収集する場合は、適切なリージョンの CloudWatch エンドポイン
トのリストを許可する必要があります。これらのエンドポイントは、「Amazon Web Services 全般のリ
ファレンス」の「Amazon CloudWatch」に記載されています。

• エージェントを使用してログを収集する場合は、適切なリージョンの CloudWatch Logs エンドポイン
トのリストを許可する必要があります。これらのエンドポイントは、「Amazon Web Services 全般のリ
ファレンス」の「Amazon CloudWatch Logs」に記載されています。
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• Systems Manager を使用してエージェントをインストールする、または Parameter Store を使用して設
定ファイルを保存する場合は、適切なリージョンの Systems Manager エンドポイントのリストを許可
する必要があります。これらのエンドポイントは、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の
「AWS Systems Manager」に記載されています。

Systems Manager を使用して CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードするには、次の手順に
従います。

Systems Manager を使用して CloudWatch エージェントをダウンロードするには

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Run Command] を選択します。

-または-

AWS Systems Manager のホームページが表示された場合は、スクロールダウンして [Explore Run 
Command] (Run Command の詳細) を選択します。

3. [Run command (コマンドの実行)] を選択します。
4. [Command document] リストで、[AWS-ConfigureAWSPackage] を選択します。
5. [ターゲット] 領域で、CloudWatch エージェントをインストールする先のインスタンスを選択します。

特定のインスタンスが表示されない場合、そのインスタンスは Systems Manager で使用するマネージ
ドインスタンスとして設定されていない可能性があります。詳細については、AWS Systems Manager 
ユーザーガイドからハイブリッド環境での AWS Systems Manager のセットアップを参照してくださ
い。

6. [アクション] リストで、[インストール] を選択します。
7. [名前] フィールドに、「AmazonCloudWatchAgent」と入力します。
8. エージェントの最新バージョンをインストールには、[Version (バージョン)] を [latest (最新)] に設定し

たままにします。
9. [Run (実行)] を選択します。
10. 必要に応じて、[Targets and outputs] 領域で、インスタンス名の横のボタンを選択して [View output] 

を選択します。Systems Manager に、エージェントが正常にインストールされたことが表示されま
す。

エージェントの設定ファイルを作成して変更する

CloudWatch エージェントをダウンロードしたら、サーバーでエージェントを開始する前に設定ファイル
を作成する必要があります。

エージェント設定ファイルを Systems Manager Parameter Store に保存する場合は、EC2 インスタ
ンスを使用してParameter Store に保存する必要があります。さらに、最初にそのインスタンスに
CloudWatchAgentAdminRole IAM ロールをアタッチする必要があります。ロールのアタッチの詳細に
ついては、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「IAM ロールをインスタンスにア
タッチする」を参照してください。

CloudWatch エージェント設定ファイルの作成の詳細については、「CloudWatch エージェント設定ファイ
ルを作成する (p. 908)」を参照してください。

エージェント設定を使用した EC2 インスタンスへの 
CloudWatch エージェントのインストール
CloudWatch エージェント設定を Parameter Store に保存すると、他のサーバーにエージェントをインス
トールするときに使用できます。
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トピック
• IAM ロールをインスタンスにアタッチする (p. 889)
• Amazon EC2 インスタンスに CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードする (p. 889)
• (オプション) CloudWatch エージェントの一般的な設定と名前付きプロファイルを変更する (p. 890)
• CloudWatch エージェントを起動する (p. 891)

IAM ロールをインスタンスにアタッチする

インスタンスで CloudWatch エージェントを実行できるようにするには CloudWatchAgentServerRole
IAM ロールを EC2 インスタンスにアタッチする必要があります。このロールは、CloudWatch エージェ
ントがインスタンス上でアクションを実行できるようにします。このロールは事前に作成しておく必要
があります。詳細については、「CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成す
る (p. 873)」を参照してください。

詳細については、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「IAM ロールをインスタンス
にアタッチする」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスに CloudWatch エージェントパッケージをダウンロー
ドする

エージェントはその実行先となる各サーバーにインストールする必要があります。CloudWatch エージェ
ントは、Amazon Linux 2 のパッケージとして利用できます。このオペレーティングシステムを使用してい
る場合は、以下のコマンドを入力してパッケージをインストールできます。また、インスタンスにアタッ
チされた IAM ロールに CloudWatchAgentServerPolicy がアタッチされていることを確認する必要もありま
す。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスの CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールを
作成する (p. 884)」を参照してください。

sudo yum install amazon-cloudwatch-agent

サポートされているすべてのオペレーティングシステムで、Systems Manager Run Command または 
Amazon S3 ダウンロードリンクを使用して CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードできま
す。Amazon S3 ダウンロードリンクの使用については、「CloudWatch エージェントパッケージをダウン
ロードする (p. 868)」を参照してください。

Note

CloudWatch エージェントをインストールまたは更新する場合、アンインストールして再インス
トールするオプションのみがサポートされています。インプレースの更新オプションを使用する
ことはできません。

Systems Manager を使用して Amazon EC2 インスタンスで CloudWatch エージェントをダウン
ロードする

Systems Manager を使用して CloudWatch エージェントをインストールするには、Systems Manager に
合わせてインスタンスが適切に設定されていることを確認する必要があります。

SSM Agent のインストールと更新

Amazon EC2 インスタンスでは、CloudWatch エージェントを使用するにはバージョン 2.2.93.0 以降のイ
ンスタンスが実行されている必要があります。CloudWatch エージェントをインストールする前に、SSM 
Agent を更新するか、インスタンスにインストールしてください (まだの場合)。

Linux を実行しているインスタンスでの SSM Agent のインストールまたは更新については、AWS 
Systems Manager ユーザーガイドの Linux インスタンスでの SSM Agent のインストールおよび設定を参
照してください。
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Windows Server を実行しているインスタンスでの SSM Agent のインストールまたは更新について
は、AWS Systems Manager ユーザーガイドの Windows インスタンスでの SSM Agent のインストールお
よび設定を参照してください。

(オプション) Systems Manager の前提条件を確認します。

Systems Manager Run Command を使用して CloudWatch エージェントをインストールおよび設定する前
に、インスタンスが Systems Manager の最低要件を満たしていることを確認してください。詳細について
は、AWS Systems Manager ユーザーガイドのAWS Systems Manager のセットアップを参照してくださ
い。

インターネットアクセスを確認する

CloudWatch または CloudWatch Logs にデータを送信するには、Amazon EC2 インスタンスにアウ
トバウンドインターネットアクセスが必要です。インターネットアクセスの詳しい設定方法について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターネットゲートウェイ」を参照してください。

CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードする

Systems Manager Run Command では、インスタンスの設定を管理できます。Systems Manager ドキュ
メントを指定してパラメータを指定し、1 つ以上のインスタンスでコマンドを実行します。インスタンス
の SSM Agent は、コマンドを処理し、指定されたとおりにインスタンスを設定します。

Run Command を使用して CloudWatch エージェントをダウンロードするには

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Run Command] を選択します。

-または-

AWS Systems Manager のホームページが表示された場合は、スクロールダウンして [Explore Run 
Command] (Run Command の詳細) を選択します。

3. [Run command (コマンドの実行)] を選択します。
4. [Command document] リストで、[AWS-ConfigureAWSPackage] を選択します。
5. [Targets] 領域で、CloudWatch エージェントをインストールするインスタンスを選択します。特定

のインスタンスが表示されない場合、Run Command 用に設定されていない可能性があります。詳
細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドからハイブリッド環境での AWS Systems 
Manager のセットアップを参照してください。

6. [アクション] リストで、[インストール] を選択します。
7. [名前] ボックスに、「AmazonCloudWatchAgent」と入力します。
8. エージェントの最新バージョンをインストールには、[Version (バージョン)] を [latest (最新)] に設定し

たままにします。
9. [Run (実行)] を選択します。
10. 必要に応じて、[Targets and outputs] 領域で、インスタンス名の横のボタンを選択して [View output] 

を選択します。Systems Manager に、エージェントが正常にインストールされたことが表示されま
す。

(オプション) CloudWatch エージェントの一般的な設定と名前付きプロファイル
を変更する
CloudWatch エージェントには、common-config.toml と呼ばれる設定ファイルが含まれます。(オプ
ション) このファイルを使用してプロキシおよびリージョン情報を指定できます。

Linux を実行しているサーバーでは、このファイルは /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/
etc ディレクトリにあります。Windows Server を実行しているサーバーでは、このファイルは C:
\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent ディレクトリにあります。
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デフォルトの common-config.toml は次のようになります。

# This common-config is used to configure items used for both ssm and cloudwatch access 
  
  
## Configuration for shared credential.
## Default credential strategy will be used if it is absent here:
##            Instance role is used for EC2 case by default.
##            AmazonCloudWatchAgent profile is used for onPremise case by default.
# [credentials]
#    shared_credential_profile = "{profile_name}"
#    shared_credential_file= "{file_name}" 
  
## Configuration for proxy.
## System-wide environment-variable will be read if it is absent here.
## i.e. HTTP_PROXY/http_proxy; HTTPS_PROXY/https_proxy; NO_PROXY/no_proxy
## Note: system-wide environment-variable is not accessible when using ssm run-command.
## Absent in both here and environment-variable means no proxy will be used.
# [proxy]
#    http_proxy = "{http_url}"
#    https_proxy = "{https_url}"
#    no_proxy = "{domain}"

初期状態では、すべての行がコメントアウトされています。認証情報プロファイルやプロキシ設定を
設定するには、その行から # を削除し、値を指定します。このファイルを手動で編集するか、Systems 
Manager の RunShellScript Run Command を使用できます。

• shared_credential_profile – オンプレミスサーバーの場合、このコード行では、データを 
CloudWatch に送信するために使用する IAM ユーザー認証情報を指定します。このコード行をコメント
アウトした場合、AmazonCloudWatchAgent が使用されます。

EC2 インスタンスでは、このコード行を使用して、CloudWatch エージェントでこのインスタンスの
データを別の AWS リージョンの CloudWatch に送信します。そのためには、送信先のリージョンの名
前を指定する region フィールドを含む名前付きプロファイルを指定します。

shared_credential_profile を指定する場合は、[credentials] 行の先頭から # を削除する必要
もあります。

• shared_credential_file – エージェントでデフォルトのパス以外のパスにあるファイルの認証情
報を検索するには、ここで完全なパスとファイル名を指定します。デフォルトのパスは、/root/.aws
(Linux) および C:\\Users\\Administrator\\.aws (Windows Server) です。

以下の最初の例は、Linux サーバーで有効な shared_credential_file 行の構文です。2 番目の例
は、Windows Server で有効です。Windows Server では、\ 文字をエスケープする必要があります。

shared_credential_file= "/usr/username/credentials"

shared_credential_file= "C:\\Documents and Settings\\username\\.aws\\credentials"

shared_credential_file を指定する場合は、[credentials] 行の先頭から # を削除する必要も
あります。

• プロキシ設定 – サーバーで HTTP プロキシまたは HTTPS プロキシを使用して AWS サービスに接続す
る場合は、これらのプロキシを http_proxy フィールドと https_proxy フィールドに指定します。
プロキシから除外すべき URL がある場合、カンマで区切って no_proxy フィールドで指定します。

CloudWatch エージェントを起動する

Systems Manager Run Command またはコマンドラインを使用してエージェントを起動できます。
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Systems Manager Run Command を使用して CloudWatch エージェントを起動する

Systems Manager Run Command を使用してエージェントを起動するには、次の手順に従います。

コマンドの実行を使用して CloudWatch エージェントを起動するには

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Run Command] を選択します。

-または-

AWS Systems Manager のホームページが表示された場合は、スクロールダウンして [Explore Run 
Command] (Run Command の詳細) を選択します。

3. [Run command (コマンドの実行)] を選択します。
4. [Command document] リストで、[AmazonCloudWatch-ManageAgent] を選択します。
5. [Targets] 領域で、CloudWatch エージェントをインストールしたインスタンスを選択します。
6. [Action] リストで、[configure] を選択します。
7. [Optional Configuration Source] リストで、[ssm] を選択します。
8. 「CloudWatch エージェント設定ファイルを作成する (p. 908)」で説明されているとおり、[Optional 

Configuration Location (オプションの設定場所)] ボックスに、作成して Systems Manager Parameter 
Store に保存したエージェント設定ファイルの名前を入力します。

9. これらのステップを完了した後、[Optional Restart] リストで、[yes] を選択してエージェントを開始し
ます。

10. [Run (実行)] を選択します。
11. 必要に応じて、[Targets and outputs] 領域で、インスタンス名の横のボタンを選択して [View output] 

を選択します。Systems Manager に、エージェントが正常に開始されたことが表示されます。

コマンドラインを使用して Amazon EC2 インスタンスで CloudWatch エージェントを起動する

コマンドラインを使用して CloudWatch エージェントを Amazon EC2 インスタンスにインストールするに
は、以下の手順を実行します。

コマンドラインを使用して CloudWatch エージェントを Amazon EC2 インスタンスに起動するに
は

• このコマンドで、-a fetch-config によりエージェントは最新バージョンの CloudWatch エージェ
ント設定ファイルをロードし、-s がエージェントを開始します。

Linux および macOS: Systems Manager Parameter Store に設定ファイルを保存した場合は、次のよ
うに入力します。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -
m ec2 -s -c ssm:configuration-parameter-store-name

Linux および macOS: 設定ファイルをローカルコンピュータに保存した場合は、次のコマンドを入力
します。configuration-file-path は、エージェント設定ファイルへのパスに置き換えます。こ
のファイルの名前は、ウィザードで作成した場合は config.json になり、手動で作成した場合は
amazon-cloudwatch-agent.json になる場合があります。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -
m ec2 -s -c file:configuration-file-path

Windows Server: エージェント設定ファイルを Systems Manager Parameter Store に保存した場合
は、PowerShell コンソールから次のように入力します。
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& "C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1" -a 
 fetch-config -m ec2 -s -c ssm:configuration-parameter-store-name

Windows Server: エージェント設定ファイルをローカルコンピュータに保存した場合は、PowerShell 
コンソールから次のように入力します。

& "C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1" 
 -a fetch-config -m ec2 -s -c file:"C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent
\config.json"

オンプレミスサーバーへの CloudWatch エージェントのインス
トール
CloudWatch エージェントをあるコンピュータにダウンロードし、必要なエージェント設定ファイルを作
成した場合は、その設定ファイルを使用して他のオンプレミスサーバーにエージェントをインストールで
きます。

オンプレミスサーバーに CloudWatch エージェントをダウンロードする

Systems Manager Run Command または Amazon S3 ダウンロードリンクを使用して CloudWatch エー
ジェントパッケージをダウンロードできます。Amazon S3 ダウンロードリンクの使用については、
「CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードする (p. 868)」を参照してください。

Systems Manager を使用してダウンロードする

Systems Manager Run Command を使用するには、オンプレミスサーバーを Amazon EC2 Systems 
Manager に登録する必要があります。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドのハイブ
リッド環境での Systems Manager のセットアップを参照してください。

既にサーバーを登録している場合、SSM Agent を最新バージョンに更新します。

Linux を実行しているサーバーでの SSM Agent の更新の詳細については、AWS Systems Manager ユー
ザーガイドのハイブリッド環境で SSM Agent をインストールする (Linux) を参照してください。

Windows Server を実行しているサーバーで SSM Agent を更新する方法の詳細については、AWS Systems 
Manager ユーザーガイドのハイブリッド環境で SSM Agent をインストールする (Windows) を参照してく
ださい。

SSM Agent を使用してオンプレミスサーバーで CloudWatch エージェントパッケージをダウン
ロードするには

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Run Command] を選択します。

-または-

AWS Systems Manager のホームページが表示された場合は、スクロールダウンして [Explore Run 
Command] (Run Command の詳細) を選択します。

3. [Run command (コマンドの実行)] を選択します。
4. [Command document] リストで、[AWS-ConfigureAWSPackage] の横のボタンを選択します。
5. [ターゲット] 領域で、CloudWatch エージェントをインストールするサーバーを選択します。特定の

サーバーが表示されない場合、Run Command 用に設定されていない可能性があります。詳細につい
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ては、AWS Systems Manager ユーザーガイドからハイブリッド環境での AWS Systems Manager の
セットアップを参照してください。

6. [アクション] リストで、[インストール] を選択します。
7. [名前] ボックスに、「AmazonCloudWatchAgent」と入力します。
8. エージェントの最新バージョンをインストールには、[Version] を空白のままにします。
9. [Run (実行)] を選択します。

エージェントパッケージがダウンロードされたら、次のステップではエージェントパッケージを設定
して開始します。

(オンプレミスサーバーへのインストール) IAM 認証情報と AWS リージョンを指
定する

CloudWatch エージェントで、オンプレミスサーバーのデータを送信できるようにするには、先ほど作成
した IAM ユーザーのアクセスキーおよびシークレットキーを指定する必要があります。このユーザーの作
成方法については、「CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成する (p. 883)」
を参照してください。

また、メトリクスを送信する AWS リージョンを指定する必要があります。これには、region フィール
ドを使用します。

このファイルの例を以下に示します。

[AmazonCloudWatchAgent]
aws_access_key_id=my_access_key
aws_secret_access_key=my_secret_key
region = us-west-1

my_access_key および my_secret_key で、Systems Manager Parameter Store に書き込むアクセス許
可がない IAM ユーザーのキーを使用します。CloudWatch エージェントに必要な IAM ユーザーの詳細に
ついては、「オンプレミスサーバーで CloudWatch エージェントを使用するための IAM ユーザーを作成す
る (p. 885)」を参照してください。

このプロファイルの名前を AmazonCloudWatchAgent とする場合は、これ以上何もする必要はあり
ません。必要に応じて、別の名前をつけ、shared_credential_profile ファイルの  common-
config.toml の値としてその名前を指定することができます。詳細は次のセクションを参照してくださ
い。

次の例では、aws configure コマンドを使用して CloudWatch エージェントの名前付きプロファイルを作成
します。この例では、AmazonCloudWatchAgent のデフォルトプロファイル名を使用しているものとし
ます。

CloudWatch エージェントの AmazonCloudWatchAgent プロファイルを作成するには

1. まだの場合は、AWS Command Line Interface をサーバーにインストールしてください。詳細につい
ては、「AWS CLI のインストール」を参照してください。

2. Linux サーバーでは、以下のコマンドを入力し、プロンプトに従います。

sudo aws configure --profile AmazonCloudWatchAgent

Windows Server では、管理者として PowerShell を開き、以下のコマンドを入力して、プロンプトに
従います。

aws configure --profile AmazonCloudWatchAgent
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(オプション) CloudWatch エージェントの一般的な設定と名前付きプロファイル
の変更

CloudWatch エージェントには、common-config.toml と呼ばれる設定ファイルが含まれます。必要に
応じてこのファイルを使用して、プロキシおよびリージョン情報を指定できます。

Linux を実行しているサーバーでは、このファイルは /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/
etc ディレクトリにあります。Windows Server を実行しているサーバーでは、このファイルは C:
\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent ディレクトリにあります。

デフォルトの common-config.toml は次のようになります。

# This common-config is used to configure items used for both ssm and cloudwatch access 
  
  
## Configuration for shared credential.
## Default credential strategy will be used if it is absent here:
##            Instance role is used for EC2 case by default.
##            AmazonCloudWatchAgent profile is used for onPremise case by default.
# [credentials]
#    shared_credential_profile = "{profile_name}"
#    shared_credential_file= "{file_name}" 
  
## Configuration for proxy.
## System-wide environment-variable will be read if it is absent here.
## i.e. HTTP_PROXY/http_proxy; HTTPS_PROXY/https_proxy; NO_PROXY/no_proxy
## Note: system-wide environment-variable is not accessible when using ssm run-command.
## Absent in both here and environment-variable means no proxy will be used.
# [proxy]
#    http_proxy = "{http_url}"
#    https_proxy = "{https_url}"
#    no_proxy = "{domain}"

初期状態では、すべての行がコメントアウトされています。認証情報プロファイルやプロキシ設定を
設定するには、その行から # を削除し、値を指定します。このファイルを手動で編集するか、Systems 
Manager の RunShellScript Run Command を使用できます。

• shared_credential_profile – オンプレミスサーバーの場合、このコード行では、データを 
CloudWatch に送信するために使用する IAM ユーザー認証情報を指定します。このコード行をコメ
ントアウトした場合、AmazonCloudWatchAgent が使用されます。このプロファイルの作成の詳細
については、「(オンプレミスサーバーへのインストール) IAM 認証情報と AWS リージョンを指定す
る (p. 894)」を参照してください。

EC2 インスタンスでは、このコード行を使用して、CloudWatch エージェントでこのインスタンスの
データを別の AWS リージョンの CloudWatch に送信します。そのためには、送信先のリージョンの名
前を指定する region フィールドを含む名前付きプロファイルを指定します。

shared_credential_profile を指定する場合は、[credentials] 行の先頭から # を削除する必要
もあります。

• shared_credential_file – エージェントでデフォルトのパス以外のパスにあるファイルの認証情
報を検索するには、ここで完全なパスとファイル名を指定します。デフォルトのパスは、/root/.aws
(Linux) および C:\\Users\\Administrator\\.aws (Windows Server) です。

以下の最初の例は、Linux サーバーで有効な shared_credential_file 行の構文です。2 番目の例
は、Windows Server で有効です。Windows Server では、\ 文字をエスケープする必要があります。

shared_credential_file= "/usr/username/credentials"
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shared_credential_file= "C:\\Documents and Settings\\username\\.aws\\credentials"

shared_credential_file を指定する場合は、[credentials] 行の先頭から # を削除する必要も
あります。

• プロキシ設定 – サーバーで HTTP プロキシまたは HTTPS プロキシを使用して AWS サービスに接続す
る場合は、これらのプロキシを http_proxy フィールドと https_proxy フィールドに指定します。
プロキシから除外すべき URL がある場合、カンマで区切って no_proxy フィールドで指定します。

CloudWatch エージェントの起動

CloudWatch エージェントは、Systems Manager Run Command またはコマンドラインを使用して開始で
きます。

SSM Agent を使用して、オンプレミスサーバーで CloudWatch エージェントを開始するには

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Run Command] を選択します。

-または-

AWS Systems Manager のホームページが表示された場合は、スクロールダウンして [Explore Run 
Command] (Run Command の詳細) を選択します。

3. [Run command (コマンドの実行)] を選択します。
4. [Command document] リストで、[AmazonCloudWatch-ManageAgent] の横のボタンを選択します。
5. [Targets] 領域で、エージェントをインストールしたインスタンスを選択します。
6. [Action] リストで、[configure] を選択します。
7. [Mode] リストで、[onPremise] を選択します。
8. [Optional Configuration Location (オプションの設定場所)] ボックスで、ウィザードで作成して 

Parameter Store に保存したエージェント設定ファイルの名前を入力します。
9. [Run (実行)] を選択します。

エージェントが、設定ファイルで指定した設定で開始されます。

コマンドラインを使用してオンプレミスサーバーで CloudWatch エージェントを開始するには

• このコマンドで、-a fetch-config によりエージェントは最新バージョンの CloudWatch エージェ
ント設定ファイルをロードし、-s がエージェントを開始します。

Linux: Systems Manager Parameter Store に設定ファイルを保存した場合は、次のように入力しま
す。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -
m onPremise -s -c ssm:configuration-parameter-store-name

Linux: 設定ファイルをローカルコンピュータに保存した場合は、次のコマンドを入力しま
す。configuration-file-path は、エージェント設定ファイルへのパスに置き換えます。この
ファイルの名前は、ウィザードで作成した場合は config.json になり、手動で作成した場合は
amazon-cloudwatch-agent.json になる場合があります。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -
m onPremise -s -c file:configuration-file-path
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Windows Server: エージェント設定ファイルを Systems Manager Parameter Store に保存した場合
は、PowerShell コンソールから次のように入力します。

& "C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1" -a 
 fetch-config -m onPremise -s -c ssm:configuration-parameter-store-name

Windows Server: エージェント設定ファイルをローカルコンピュータに保存した場合は、PowerShell 
コンソールから次のように入力します。configuration-file-path は、エージェント設定ファイ
ルへのパスに置き換えます。このファイルの名前は、ウィザードで作成した場合は config.json に
なり、手動で作成した場合は amazon-cloudwatch-agent.json になる場合があります。

& "C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1" -a 
 fetch-config -m onPremise -s -c file:configuration-file-path

を使用して新しいインスタンスに CloudWatch エー
ジェントをインストールするAWS CloudFormation
Amazon は、新しい Amazon EC2 インスタンスへの CloudWatch エージェントのインストールおよび
更新に役立つ複数の AWS CloudFormation テンプレートを GitHub にアップロードしています。AWS 
CloudFormation の使用の詳細については、「AWS CloudFormation とは」を参照してください。

テンプレートの場所は、AWS CloudFormation を使用して Amazon CloudWatch エージェントを EC2 イン
スタンスにデプロイするです。この場所には、inline ディレクトリと ssm ディレクトリの両方が含まれ
ます。各ディレクトリに Linux インスタンスと Windows インスタンスの両方のテンプレートが含まれてい
ます。

• inline ディレクトリのテンプレートの場合は、CloudWatch エージェント設定が AWS CloudFormation 
テンプレートに埋め込まれています。デフォルトでは、Linux テンプレートが mem_used_percent
メトリクスと swap_used_percent メトリクスを収集し、Windows テンプレートが Memory % 
Committed Bytes In Use メトリクスと Paging File % Usage メトリクスを収集します。

さまざまなメトリクスが収集されるようにこれらのテンプレートを変更するには、テンプレートの次の
セクションを変更します。Linux サーバーのテンプレートの例を次に示します。これらの変更を行うに
は、エージェント設定ファイルの形式と構文に従ってください。詳細については、「 CloudWatch エー
ジェント設定ファイルを手動で作成または編集する (p. 913)」を参照してください。

{ 
   "metrics":{ 
      "append_dimensions":{ 
         "AutoScalingGroupName":"${!aws:AutoScalingGroupName}", 
         "ImageId":"${!aws:ImageId}", 
         "InstanceId":"${!aws:InstanceId}", 
         "InstanceType":"${!aws:InstanceType}" 
      }, 
      "metrics_collected":{ 
         "mem":{ 
            "measurement":[ 
               "mem_used_percent" 
            ] 
         }, 
         "swap":{ 
            "measurement":[ 
               "swap_used_percent" 
            ] 
         } 
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      } 
   }
}

Note

inline テンプレートの場合、すべてのプレースホルダ変数の先頭にエスケープ文字として感嘆符 
(!) が必要です。これは、サンプルテンプレートで確認できます。他のプレースホルダ変数を追
加する場合は、変数名の前に感嘆符を追加します。

• ssm ディレクトリのテンプレートでは、エージェント設定ファイルを Parameter Store からロードし
ます。これらのテンプレートを使用するには、最初に設定ファイルを作成して Parameter Store にアッ
プロードする必要があります。次に、このファイルの Parameter Store 名をテンプレート内で指定しま
す。設定ファイルは手動で作成するか、ウィザードで作成できます。詳細については、「CloudWatch 
エージェント設定ファイルを作成する (p. 908)」を参照してください。

CloudWatch エージェントのインストールとエージェント設定の更新には、両方のタイプのテンプレート
を使用できます。

チュートリアル: AWS CloudFormation inline テンプレートを使用
して CloudWatch エージェントをインストールおよび設定する
このチュートリアルでは、AWS CloudFormation を使用して新しい Amazon EC2 インスタンスに 
CloudWatch エージェントをインストールする手順について説明します。このチュートリアルでは、inline 
テンプレートを使用して Amazon Linux 2 を実行する新しいインスタンスにインストールします。この場
合、JSON 設定ファイルや Parameter Store を使用する必要はありません。inline テンプレートの場合、テ
ンプレートにエージェント設定が含まれています。このチュートリアルでは、テンプレートに含まれてい
るデフォルトのエージェント設定を使用します。

エージェントのインストール手順を示した後で、エージェントの更新方法を示します。

AWS CloudFormation を使用して新しいインスタンスに CloudWatch エージェントをインストー
ルするには

1. GitHub からテンプレートをダウンロードします。このチュートリアルでは、次のように Amazon 
Linux 2 の inline テンプレートをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/awslabs/aws-cloudformation-templates/master/
aws/solutions/AmazonCloudWatchAgent/inline/amazon_linux.template

2. https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソール を開きます。
3. [Create stack] を選択します。
4. [テンプレートの選択] で、[テンプレートを Amazon S3 にアップロード] を選択し、ダウンロード済み

のテンプレートを選択して [次へ] を選択します。
5. [詳細の指定] ページで、以下のパラメータを指定し、[次へ] を選択します。

• Stack name: AWS CloudFormation スタックのスタック名を選択します。
• IAMRole: CloudWatch メトリクスおよびログを書き込むアクセス許可を持つ IAM ロールを選択し

ます。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスの CloudWatch エージェントで使用する IAM 
ロールを作成する (p. 873)」を参照してください。

• InstanceAMI: スタックを起動するリージョンで有効な AMI を選択します。
• InstanceType: 有効なインスタンスタイプを選択します。
• KeyName: 新しいインスタンスへの SSH アクセスを有効にするには、既存の Amazon EC2 キー

ペアを選択します。Amazon EC2 キーペアをまだ持っていない場合は、 で作成できますAWS 
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Management Console 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
「Amazon EC2 のキーペア」を参照してください。

• SSHLocation: SSH を使用してインスタンスに接続するために使用できる IP アドレス範囲を指定し
ます。デフォルトでは、任意の IP アドレスからのアクセスを許可します。

6. [オプション] ページで、スタックリソースをタグ付けできます。[Next] (次へ) をクリックします。
7. [レビュー] ページで、情報を確認して、スタックで IAM リソースが作成されることを認識し、[作成] 

を選択します。

コンソールを更新すると、新しいスタックが CREATE_IN_PROGRESS スタータスで表示されます。
8. インスタンスが作成されると、Amazon EC2 コンソールに表示されます。必要に応じてホストに接続

し、進行状況をチェックできます。

エージェントがインストールされたことを確認するには、次のコマンドを使用します。

rpm -qa amazon-cloudwatch-agent

エージェントが実行中であることを確認するには、次のコマンドを使用します。

ps aux | grep amazon-cloudwatch-agent

次の手順では、inline テンプレートを使用して AWS CloudFormation で CloudWatch エージェントを更新
する方法を示します。デフォルトの inline テンプレートでは mem_used_percent メトリクスを収集しま
す。このチュートリアルでは、このメトリクスの収集を停止するようにエージェント設定を変更します。

AWS CloudFormation を使用して CloudWatch エージェントを更新するには

1. 前の手順でダウンロードしたテンプレートで、以下の行を削除し、テンプレートを保存します。

"mem": { 
                         
     "measurement": [ 
         "mem_used_percent" 
       ] 
 },

2. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
3. AWS CloudFormation ダッシュボードで、作成したスタックを選択後、[スタックの更新] を選択しま

す。
4. [テンプレートの選択] で、[テンプレートを Amazon S3 にアップロード] を選択し、変更したテンプ

レートを選択して [次へ] を選択します。
5. [オプション] ページで、[次へ]、[次へ] の順に選択します。
6. [確認] ページで情報を確認し、[更新] を選択します。

しばらくすると、UPDATE_COMPLETE と表示されます。

チュートリアル: AWS CloudFormation と Parameter Store を使
用して CloudWatch エージェントをインストールする
このチュートリアルでは、AWS CloudFormation を使用して新しい Amazon EC2 インスタンスに 
CloudWatch エージェントをインストールする手順について説明します。このチュートリアルで
は、Parameter Store で作成して保存したエージェント設定ファイルを使用して、Amazon Linux 2 を実行
する新しいインスタンスにインストールします。
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エージェントのインストール手順を示した後で、エージェントの更新方法を示します。

AWS CloudFormation を使用して、Parameter Store の設定により CloudWatch エージェントを新
しいインスタンスにインストールするには

1. まだ行っていない場合は、CloudWatch エージェントパッケージをコンピュータにダウンロードし、
エージェント設定ファイルを作成できるようにします。Parameter Store を使用したエージェントの詳
細とダウンロードについては、「CloudWatch エージェントをダウンロードして設定する (p. 887)」
を参照してください。コマンドラインを使用したパッケージの詳細とダウンロードについては、「コ
マンドラインを使用して CloudWatch エージェントをダウンロードおよび設定する (p. 868)」を参照
してください。

2. Parameter Store でエージェント設定ファイルを作成して保存します。詳細については、
「CloudWatch エージェント設定ファイルを作成する (p. 908)」を参照してください。

3. 次のように、GitHub からテンプレートをダウンロードします。

curl -O https://raw.githubusercontent.com/awslabs/aws-cloudformation-templates/master/
aws/solutions/AmazonCloudWatchAgent/ssm/amazon_linux.template

4. https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソール を開きます。
5. [Create stack] を選択します。
6. [テンプレートの選択] で、[テンプレートを Amazon S3 にアップロード] を選択し、ダウンロードした

テンプレートを選択して [次へ] を選択します。
7. [詳細の指定] ページで、必要に応じて以下のパラメータを指定し、[次へ] を選択します。

• Stack name: AWS CloudFormation スタックのスタック名を選択します。
• IAMRole: CloudWatch メトリクスおよびログを書き込むアクセス許可を持つ IAM ロールを選択し

ます。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスの CloudWatch エージェントで使用する IAM 
ロールを作成する (p. 884)」を参照してください。

• InstanceAMI: スタックを起動するリージョンで有効な AMI を選択します。
• InstanceType: 有効なインスタンスタイプを選択します。
• KeyName: 新しいインスタンスへの SSH アクセスを有効にするには、既存の Amazon EC2 キー

ペアを選択します。Amazon EC2 キーペアをまだ持っていない場合は、 で作成できますAWS 
Management Console 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
「Amazon EC2 のキーペア」を参照してください。

• SSHLocation: SSH を使用してインスタンスに接続するために使用できる IP アドレス範囲を指定し
ます。デフォルトでは、任意の IP アドレスからのアクセスを許可します。

• SSMKey: Parameter Store で作成して保存したエージェント設定ファイルを指定します。
8. [オプション] ページで、スタックリソースをタグ付けできます。[Next] (次へ) をクリックします。
9. [レビュー] ページで、情報を確認して、スタックで IAM リソースが作成されることを認識し、[作成] 

を選択します。

コンソールを更新すると、新しいスタックが CREATE_IN_PROGRESS スタータスで表示されます。
10. インスタンスが作成されると、Amazon EC2 コンソールに表示されます。必要に応じてホストに接続

し、進行状況をチェックできます。

エージェントがインストールされたことを確認するには、次のコマンドを使用します。

rpm -qa amazon-cloudwatch-agent

エージェントが実行中であることを確認するには、次のコマンドを使用します。

ps aux | grep amazon-cloudwatch-agent
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次の手順では、Parameter Store に保存したエージェント設定を使用して、AWS CloudFormation により 
CloudWatch エージェントを更新する方法を示します。

AWS CloudFormation を使用して、Parameter Store の設定により CloudWatch エージェントを更
新するには

1. 必要に応じて、Parameter Store に保存したエージェント設定ファイルを新しい設定に変更します。
2. AWS CloudFormation トピックでダウンロードした the section called “チュートリアル: AWS 

CloudFormation と Parameter Store を使用して CloudWatch エージェントをインストールす
る” (p. 899) テンプレートで、バージョン番号を変更します。たとえば、VERSION=1.0 を
VERSION=2.0 に変更できます。

3. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
4. AWS CloudFormation ダッシュボードで、作成したスタックを選択後、[スタックの更新] を選択しま

す。
5. [テンプレートの選択] で、[テンプレートを Amazon S3 にアップロード] を選択し、変更したテンプ

レートを選択して [次へ] を選択します。
6. [オプション] ページで、[次へ]、[次へ] の順に選択します。
7. [確認] ページで情報を確認し、[更新] を選択します。

しばらくすると、UPDATE_COMPLETE と表示されます。

AWS CloudFormation での CloudWatch エージェントのインス
トールのトラブルシューティング
このセクションは、 による CloudWatch エージェントのインストールおよび更新に関する問題のトラブル
シューティングに役立ちますAWS CloudFormation

更新が失敗した場合の検出
AWS CloudFormation を使用して CloudWatch エージェントの設定を更新し、無効な設定を使用すると、
エージェントは CloudWatch へのあらゆるメトリクスの送信を停止します。エージェント設定が正常に更
新されたかどうかは、cfn-init-cmd.log ファイルで簡単に確認できます。Linux サーバーの場合、この
ファイルは /var/log/cfn-init-cmd.log にあります。Windows インスタンスの場合、このファイル
は C:\cfn\log\cfn-init-cmd.log にあります。

メトリクスが見つからない
エージェントのインストールまたは更新後に必要なメトリクスが表示されない場合は、そのメトリ
クスを収集するようにエージェントが設定されていることを確認します。そのためには、amazon-
cloudwatch-agent.json ファイルにメトリクスが表示されていることと、正しいメトリクスの名前
空間を参照していることを確認します。詳細については、「CloudWatch エージェントファイルとロケー
ション (p. 991)」を参照してください。

CloudWatch エージェントパッケージの署名の検証
GPG 署名ファイルは、Linux サーバー上の CloudWatch エージェントパッケージ用として含まれていま
す。公開鍵を使用して、エージェントのダウンロードファイルがオリジナルであり、変更されていないこ
とを確認できます。

Windows Server の場合は、MSI を使用して署名を検証できます。

macOS コンピュータの場合、署名はエージェントのダウンロードパッケージに含まれます。

正しい署名ファイルを検索するには、次の表を参照してください。各アーキテクチャおよびオペレーティ
ングシステムごとに、全般的なリンクおよび各リージョンのリンクがあります。例えば、Amazon Linux 
と Amazon Linux 2 および x86-64 アーキテクチャの場合、有効なリンクのうち 3 つは次のとおりです。
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• https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/amazon_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm.sig

• https://s3.us-east-1.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-us-east-1/
amazon_linux/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm.sig

• https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-eu-central-1/
amazon_linux/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm.sig

アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

x86-64 Amazon Linux 
および Amazon 
Linux 2

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

x86-64 CentOS https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
centos/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/centos/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
centos/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/centos/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

x86-64 Redhat https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

x86-64 SUSE https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/suse/amd64/

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/suse/amd64/
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アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

x86-64 Debian https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
debian/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/debian/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
debian/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/debian/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb.sig

x86-64 Ubuntu https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb.sig

x86-64 Oracle https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
oracle_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/oracle_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
oracle_linux/amd64/latest/
amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/oracle_linux/
amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

x86-64 macOS https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
darwin/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.pkg

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/darwin/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.pkg

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
darwin/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.pkg.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/darwin/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.pkg.sig

903



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch エージェントパッケージの署名の検証
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ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

x86-64 Windows https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
windows/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.msi

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/windows/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.msi

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
windows/amd64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.msi.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/windows/amd64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.msi.sig

ARM64 Amazon Linux 
2

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/arm64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
amazon_linux/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/amazon_linux/
arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

ARM64 Red Hat https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
redhat/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/redhat/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

ARM64 Ubuntu https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
ubuntu/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.deb.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/ubuntu/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.deb.sig

904



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch エージェントパッケージの署名の検証

アーキテクチャ プラットフォー
ム

ダウンロードリンク 署名ファイルリンク

ARM64 SUSE https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-region/suse/arm64/latest/
amazon-cloudwatch-agent.rpm

https://s3.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-agent/
suse/arm64/latest/amazon-
cloudwatch-agent.rpm.sig

https://
s3.region.amazonaws.com/
amazoncloudwatch-
agent-regionsuse/arm64/
latest/amazon-cloudwatch-
agent.rpm.sig

Linux サーバーで CloudWatch エージェントパッケージを確認するには

1. 公開鍵をダウンロードします。

shell$ wget https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/assets/amazon-cloudwatch-
agent.gpg

2. 公開鍵をキーリングにインポートします。

shell$  gpg --import amazon-cloudwatch-agent.gpg
gpg: key 3B789C72: public key "Amazon CloudWatch Agent" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1 (RSA: 1)

次の手順で必要になるため、キーの値を書きとめておきます。前述の例では、キーの値は 3B789C72
です。

3. 次のコマンドを使用してフィンガープリントを確認し、###を前述の手順の値と置き換えます。

shell$  gpg --fingerprint key-value
pub   2048R/3B789C72 2017-11-14 
      Key fingerprint = 9376 16F3 450B 7D80 6CBD  9725 D581 6730 3B78 9C72
uid                  Amazon CloudWatch Agent

フィンガープリントは、次のものと同一になる必要があります。

9376 16F3 450B 7D80 6CBD 9725 D581 6730 3B78 9C72

フィンガープリント文字列が一致しない場合は、エージェントをインストールしないでくださ
い。Amazon Web Services にお問い合わせください。

フィンガープリントを確認したら、それを使用して、CloudWatch エージェントパッケージの署名を
確認できます。

4. wget を使用して、パッケージ署名ファイルをダウンロードします。正しい署名ファイルを確認するに
は、前の表を参照してください。

wget Signature File Link

5. 署名を確認するには、gpg --verify を実行します。

shell$ gpg --verify signature-filename agent-download-filename
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gpg: Signature made Wed 29 Nov 2017 03:00:59 PM PST using RSA key ID 3B789C72
gpg: Good signature from "Amazon CloudWatch Agent"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 9376 16F3 450B 7D80 6CBD  9725 D581 6730 3B78 9C72

出力結果に「BAD signature」という句が含まれる場合、手順が正しいことをもう一度確認してく
ださい。このレスポンスが続く場合は、Amazon Web Services に連絡し、ダウンロードしたファイル
は使用しないでください。

信頼性に関する警告に注意します。キーは、自分や信頼する人が署名した場合にのみ信頼できます。
つまり、署名が無効であるわけではなく、パブリックキーを確認していないことになります。

Windows Server を実行するサーバーで CloudWatch エージェントパッケージを確認するには

1. Windows 用の GnuPG を からダウンロードしてインストールしますhttps://gnupg.org/download/ イン
ストールするときは、[Shell Extension (GpgEx)] オプションを含めます。

残りの手順は、Windows PowerShell で実行できます。
2. 公開鍵をダウンロードします。

PS> wget https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/assets/amazon-cloudwatch-
agent.gpg -OutFile amazon-cloudwatch-agent.gpg

3. 公開鍵をキーリングにインポートします。

PS>  gpg --import amazon-cloudwatch-agent.gpg
gpg: key 3B789C72: public key "Amazon CloudWatch Agent" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1 (RSA: 1)

次の手順で必要になるため、キーの値を書きとめておきます。前述の例では、キーの値は 3B789C72
です。

4. 次のコマンドを使用してフィンガープリントを確認し、###を前述の手順の値と置き換えます。

PS>  gpg --fingerprint key-value
pub   rsa2048 2017-11-14 [SC] 
      9376 16F3 450B 7D80 6CBD  9725 D581 6730 3B78 9C72
uid           [ unknown] Amazon CloudWatch Agent

フィンガープリントは、次のものと同一になる必要があります。

9376 16F3 450B 7D80 6CBD 9725 D581 6730 3B78 9C72

フィンガープリント文字列が一致しない場合は、エージェントをインストールしないでくださ
い。Amazon Web Services にお問い合わせください。

フィンガープリントを確認したら、それを使用して、CloudWatch エージェントパッケージの署名を
確認できます。

5. wget を使用して、パッケージ署名ファイルをダウンロードします。正しい署名ファイルを確認するに
は、「CloudWatch エージェントダウンロードリンク (p. 868)」を参照してください。

6. 署名を確認するには、gpg --verify を実行します。

PS> gpg --verify sig-filename agent-download-filename
gpg: Signature made 11/29/17 23:00:45 Coordinated Universal Time
gpg:                using RSA key D58167303B789C72
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gpg: Good signature from "Amazon CloudWatch Agent" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 9376 16F3 450B 7D80 6CBD  9725 D581 6730 3B78 9C72

出力結果に「BAD signature」という句が含まれる場合、手順が正しいことをもう一度確認してく
ださい。このレスポンスが続く場合は、Amazon Web Services に連絡し、ダウンロードしたファイル
は使用しないでください。

信頼性に関する警告に注意します。キーは、自分や信頼する人が署名した場合にのみ信頼できます。
つまり、署名が無効であるわけではなく、パブリックキーを確認していないことになります。

macOS コンピュータで CloudWatch エージェントパッケージを確認するには

• macOS での署名の検証には 2 つの方法があります。
• 次のコマンドを実行して、フィンガープリントを検証します。

pkgutil --check-signature amazon-cloudwatch-agent.pkg

次のような結果が表示されます。

Package "amazon-cloudwatch-agent.pkg": 
        Status: signed by a developer certificate issued by Apple for distribution 
        Signed with a trusted timestamp on: 2020-10-02 18:13:24 +0000 
        Certificate Chain: 
        1. Developer ID Installer: AMZN Mobile LLC (94KV3E626L) 
        Expires: 2024-10-18 22:31:30 +0000 
        SHA256 Fingerprint: 
        81 B4 6F AF 1C CA E1 E8 3C 6F FB 9E 52 5E 84 02 6E 7F 17 21 8E FB 
        0C 40 79 13 66 8D 9F 1F 10 1C 
        ------------------------------------------------------------------------ 
        2. Developer ID Certification Authority 
        Expires: 2027-02-01 22:12:15 +0000 
        SHA256 Fingerprint: 
        7A FC 9D 01 A6 2F 03 A2 DE 96 37 93 6D 4A FE 68 09 0D 2D E1 8D 03 
        F2 9C 88 CF B0 B1 BA 63 58 7F 
        ------------------------------------------------------------------------ 
        3. Apple Root CA 
        Expires: 2035-02-09 21:40:36 +0000 
        SHA256 Fingerprint: 
        B0 B1 73 0E CB C7 FF 45 05 14 2C 49 F1 29 5E 6E DA 6B CA ED 7E 2C 
        68 C5 BE 91 B5 A1 10 01 F0 24

• または、.sig ファイルをダウンロードして使用する方法を使用するには、次の手順を実行しま
す。

• 次のコマンドを入力して、GPG アプリケーションを macOS ホストにインストールします。

brew install GnuPG

• curl を使用して、パッケージ署名ファイルをダウンロードします。正しい署名ファイルを確認す
るには、「CloudWatch エージェントダウンロードリンク (p. 868)」を参照してください。

• 署名を確認するには、gpg --verify を実行します。

PS> gpg --verify sig-filename agent-download-filename
gpg: Signature made 11/29/17 23:00:45 Coordinated Universal Time
gpg:                using RSA key D58167303B789C72
gpg: Good signature from "Amazon CloudWatch Agent" [unknown]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
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gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 9376 16F3 450B 7D80 6CBD  9725 D581 6730 3B78 9C72

出力結果に「BAD signature」という句が含まれる場合、手順が正しいことをもう一度確認し
てください。このレスポンスが続く場合は、Amazon Web Services に連絡し、ダウンロードした
ファイルは使用しないでください。

信頼性に関する警告に注意します。キーは、自分や信頼する人が署名した場合にのみ信頼できま
す。つまり、署名が無効であるわけではなく、パブリックキーを確認していないことになりま
す。

CloudWatch エージェント設定ファイルを作成する
CloudWatch エージェントをサーバーで実行する前に、CloudWatch エージェント設定ファイルを作成する
必要があります。

エージェント設定ファイルは、カスタムメトリクスを含め、エージェントが収集するメトリクスとログを
指定する JSON ファイルです。このファイルを作成するには、ウィザードを使用するか、一から自分で作
成します。また、ウィザードを使用して最初に設定ファイルを作成してから、手動で変更することもでき
ます。ファイル手動で作成または変更するほうがプロセスが複雑になりますが、収集されるメトリクスを
きめ細かくコントロールし、ウィザードで使用できないメトリクスを指定できます。

エージェント設定ファイルを変更するときは必ず、エージェントを再起動して変更を有効にする必要があ
ります。エージェントを再起動するには、「CloudWatch エージェントを起動する (p. 891)」の手順に従
います。

設定ファイルを作成したら、手動で JSON ファイルとして保存し、エージェントをサーバーにインストー
ルする際に使用することができます。また、エージェントをサーバーにインストールする際にSystems 
Manager を使用する場合は、Systems Manager Parameter Store に保存することもできます。

内容
• ウィザードを使用して CloudWatch エージェント設定ファイルを作成する (p. 908)
• CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成または編集する (p. 913)

ウィザードを使用して CloudWatch エージェント設定
ファイルを作成する
エージェント設定ファイルウィザード、amazon-cloudwatch-agent-config-wizard、は以下のよう
な一連の質問を表示します。

• エージェントを Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーのどちらにインストールするか。
• サーバーで Linux と Windows Server のどちらが実行されているか。
• エージェントがログファイルを CloudWatch Logs に送信するようにするか。持っている場合は､既存の 

CloudWatch Logs エージェント設定ファイルを持っているか。持っている場合､CloudWatch エージェン
トは､このファイルを使用してサーバーから収集するログを判別できます。

• エージェントがログファイルを CloudWatch Logs に送信する場合、それらのログファイルを保持する
必要がある期間。デフォルト値の -1 にすると、ログアイテムは無期限に保持されるように設定されま
す。

• サーバーからメトリクスを収集する場合は、デフォルトのメトリクスセットの 1 つを監視するか、収集
するメトリクスのリストをカスタマイズしますか。

• StatsD または collectd プロトコルを使用して、アプリケーションまたはサービスからカスタムメト
リクスを取得しますか。
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• 既存の SSM Agent から移行しますか?

ウィザードの開始前に AWS 認証方法および設定ファイルを所定の場所に置いた場合、ウィザードは使
用する認証情報と AWS リージョンを自動検出できます。これらのファイルの詳細については、AWS 
Systems Manager ユーザーガイドの設定ファイルと認証情報ファイルを参照してください。

ウィザードでは、AWS 認証ファイルのデフォルトの認証情報を確認するとともに、次のような
AmazonCloudWatchAgent セクションを探します。

[AmazonCloudWatchAgent]
aws_access_key_id = my_access_key
aws_secret_access_key = my_secret_key

また、このウィザードには、デフォルトの認証情報、AmazonCloudWatchAgent の認証情報、および
Others オプションが表示されます。使用する認証情報を選択することができます。Others を選択した
場合は、認証情報を入力できます。

my_access_key および my_secret_key で、Systems Manager Parameter Store に書き込むアクセス許
可がある IAM ユーザーのキーを使用します。CloudWatch エージェントに必要な IAM ユーザーの詳細に
ついては、「オンプレミスサーバーで CloudWatch エージェントを使用するための IAM ユーザーを作成す
る (p. 885)」を参照してください。

AWS 設定ファイルで、エージェントからメトリクスを送信する先のリージョンを指定できます 
([default] セクションのリージョンと異なる場合)。デフォルトでは、Amazon EC2 インスタンスが配置
されているリージョンにメトリクスが発行されます。メトリクスを別のリージョンに発行する場合は、こ
こでリージョンを指定します。次の例では、メトリクスを us-west-1 リージョンに発行しています。

[AmazonCloudWatchAgent]
region = us-west-1

CloudWatch エージェントの事前定義されたメトリクスセット
ウィザードは、異なる詳細レベルを持つ、事前定義されたメトリクスセットで設定されます。これらのメ
トリクスのセットを次の表に示します。これらのメトリクスの詳細については、CloudWatch エージェン
トにより収集されるメトリクス (p. 967)を参照してください。

Note

Parameter Store では、標準とアドバンストの階層のパラメータをサポートしています。これら
のパラメータ層は、これらの表で説明されているメトリクス詳細のベーシックレベル、標準レベ
ル、アドバンストレベルとは関係ありません。

Linux を実行する Amazon EC2 インスタンス

詳細レベル 含められるメトリクス

Basic (ベーシック) Mem: mem_used_percent

Disk: disk_used_percent

disk などの disk_used_percent メトリクスには Partition のディメンショ
ンがあります。つまり、生成されるカスタムメトリクスの数は、インスタンスに関
連付けられたパーティションの数によって異なります。ディスクパーティションの
数は、使用している AMI とサーバーにアタッチする Amazon EBS ボリュームの数
によって異なります。

Standard CPU:
cpu_usage_idle、cpu_usage_iowait、cpu_usage_user、cpu_usage_system
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詳細レベル 含められるメトリクス
Disk: disk_used_percent、disk_inodes_free

Diskio: diskio_io_time

Mem: mem_used_percent

Swap: swap_used_percent

アドバンスト CPU:
cpu_usage_idle、cpu_usage_iowait、cpu_usage_user、cpu_usage_system

Disk: disk_used_percent、disk_inodes_free

Diskio:
diskio_io_time、diskio_write_bytes、diskio_read_bytes、diskio_writes、diskio_reads

Mem: mem_used_percent

Netstat: netstat_tcp_established、netstat_tcp_time_wait

Swap: swap_used_percent

Linux を実行しているオンプレミスサーバー

詳細レベル 含められるメトリクス

Basic (ベーシック) Disk: disk_used_percent

Diskio:
diskio_write_bytes、diskio_read_bytes、diskio_writes、diskio_reads

Mem: mem_used_percent

Net:
net_bytes_sent、net_bytes_recv、net_packets_sent、net_packets_recv

Swap: swap_used_percent

Standard CPU: cpu_usage_idle、cpu_usage_iowait

Disk: disk_used_percent、disk_inodes_free

Diskio:
diskio_io_time、diskio_write_bytes、diskio_read_bytes、diskio_writes、diskio_reads

Mem: mem_used_percent

Net:
net_bytes_sent、net_bytes_recv、net_packets_sent、net_packets_recv

Swap: swap_used_percent

アドバンスト CPU:
cpu_usage_guest、cpu_usage_idle、cpu_usage_iowait、cpu_usage_steal
、cpu_usage_user、cpu_usage_system

Disk: disk_used_percent、disk_inodes_free
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詳細レベル 含められるメトリクス
Diskio:
diskio_io_time、diskio_write_bytes、diskio_read_bytes、diskio_writes、diskio_reads

Mem: mem_used_percent

Net:
net_bytes_sent、net_bytes_recv、net_packets_sent、net_packets_recv

Netstat: netstat_tcp_established、netstat_tcp_time_wait

Swap: swap_used_percent

Windows Server を実行する Amazon EC2 インスタンス

Note

この表に記載されているメトリクス名は、メトリクスがどのようにコンソールに表示されるか
を示しています。実際のメトリクス名には、最初の単語が含まれていない場合があります。例え
ば、LogicalDisk % Free Space の実際のメトリクス名は % Free Space です。

詳細レベル 含められるメトリクス

Basic (ベーシック) Memory: Memory % Committed Bytes In Use

LogicalDisk: LogicalDisk % Free Space

Standard Memory: Memory % Committed Bytes In Use

Paging: Paging File % Usage

Processor: Processor % Idle Time、Processor % Interrupt 
Time、Processor % User Time

PhysicalDisk: PhysicalDisk % Disk Time

LogicalDisk: LogicalDisk % Free Space

アドバンスト Memory: Memory % Committed Bytes In Use

Paging: Paging File % Usage

Processor: Processor % Idle Time、Processor % Interrupt 
Time、Processor % User Time

LogicalDisk: LogicalDisk % Free Space

PhysicalDisk: PhysicalDisk % Disk Time、PhysicalDisk Disk Write 
Bytes/sec、PhysicalDisk Disk Read Bytes/sec、PhysicalDisk Disk 
Writes/sec、PhysicalDisk Disk Reads/sec

TCP: TCPv4 Connections Established、 TCPv6 Connections 
Established

Windows Server を実行しているオンプレミスサーバー
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Note

この表に記載されているメトリクス名は、メトリクスがどのようにコンソールに表示されるか
を示しています。実際のメトリクス名には、最初の単語が含まれていない場合があります。例え
ば、LogicalDisk % Free Space の実際のメトリクス名は % Free Space です。

詳細レベル 含められるメトリクス

Basic (ベーシック) Paging: Paging File % Usage

Processor: Processor % Processor Time

LogicalDisk:LogicalDisk % Free Space

PhysicalDisk: PhysicalDisk Disk Write Bytes/sec、PhysicalDisk 
Disk Read Bytes/sec 、PhysicalDisk Disk Writes/
sec、PhysicalDisk Disk Reads/sec

Memory: Memory % Committed Bytes In Use

Network Interface: Network Interface Bytes Sent/sec、Network 
Interface Bytes Received/sec、Network Interface Packets Sent/
sec、Network Interface Packets Received/sec

Standard Paging: Paging File % Usage

Processor: Processor % Processor Time、Processor % Idle 
Time、Processor % Interrupt Time

LogicalDisk: LogicalDisk % Free Space

PhysicalDisk: PhysicalDisk % Disk Time、PhysicalDisk Disk Write 
Bytes/sec、PhysicalDisk Disk Read Bytes/sec、PhysicalDisk Disk 
Writes/sec、PhysicalDisk Disk Reads/sec

Memory: Memory % Committed Bytes In Use

Network Interface: Network Interface Bytes Sent/sec、Network 
Interface Bytes Received/sec、Network Interface Packets Sent/
sec、Network Interface Packets Received/sec

アドバンスト Paging:Paging File % Usage

Processor: Processor % Processor Time、Processor % Idle 
Time、Processor % Interrupt Time、Processor % User Time

LogicalDisk: LogicalDisk % Free Space

PhysicalDisk: PhysicalDisk % Disk Time、PhysicalDisk Disk Write 
Bytes/sec、PhysicalDisk Disk Read Bytes/sec、PhysicalDisk Disk 
Writes/sec、PhysicalDisk Disk Reads/sec

Memory: Memory % Committed Bytes In Use

Network Interface: Network Interface Bytes Sent/sec、Network 
Interface Bytes Received/sec、Network Interface Packets Sent/
sec、Network Interface Packets Received/sec
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詳細レベル 含められるメトリクス
TCP: TCPv4 Connections Established、 TCPv6 Connections 
Established

CloudWatch エージェント設定ウィザードを実行する
CloudWatch エージェント設定ファイルを作成するには

1. CloudWatch エージェント設定ウィザードを開始するには、次のように入力します。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-config-wizard

Windows Server を実行しているサーバーで、次のように入力します。

cd "C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent"
amazon-cloudwatch-agent-config-wizard.exe

2. 質問に答えて、サーバーの設定ファイルをカスタマイズします。
3. 設定ファイルをローカルに保存する場合、設定ファイル config.json は Linux サーバーでは /opt/

aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/ に保存され、Windows Server では C:\Program Files
\Amazon\AmazonCloudWatchAgent に保存されます。これで、エージェントをインストールする
他のサーバーにこのファイルをコピーできます。

Systems Manager を使用してエージェントをインストールおよび設定する場合、ファイルを Systems 
Manager Parameter Store に保存するかどうかを確認するよう求められたら、必ず「Yes」と回答し
てください。SSM Agent を使用して CloudWatch エージェントをインストールしていない場合でも、
ファイルを Parameter Store に保存することもできます。Parameter Store にファイルを保存できるよ
うにするには、十分なアクセス権限を持つ IAM ロールを使用する必要があります。詳細については、
「CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成する (p. 883)」を参照してくだ
さい。

CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成
または編集する
CloudWatch エージェント設定ファイルは、agent、metrics、logs の 3 つのセクションを持つ JSON 
ファイルです。

• agent セクションには、エージェントの全体的な設定に関するフィールドが含まれています。
• metrics セクションでは、収集と CloudWatch への発行に関するカスタムメトリクスを指定します。ロ

グを収集するためだけにエージェントを使用している場合は、ファイルから metrics セクションを省
略できます。

• logs セクションでは、CloudWatch Logs に発行されるログファイルを指定します。サーバーで 
Windows Server が実行されている場合、これには Windows イベントログからのイベントが含まれるこ
とがあります。

以下のセクションでは、この JSON ファイルの構造とフィールドについて説明します。この設定ファイ
ルのスキーマ定義を表示することもできます。スキーマ定義は、Linux サーバーでは installation-
directory/doc/amazon-cloudwatch-agent-schema.json、Windows Server を実行しているサー
バーでは installation-directory/amazon-cloudwatch-agent-schema.json にあります。
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エージェント設定ファイルを手動で作成または編集する場合は、任意の名前を付けることができます。
トラブルシューティングを簡単にするため、Linux サーバーでは、/opt/aws/amazon-cloudwatch-
agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json、Windows Server を実行しているサーバーで
は、$Env:ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent.json
という名前を付けることをお勧めします。ファイルを作成したら、エージェントをインストールする他の
サーバーにそのファイルをコピーできます。

CloudWatch エージェント設定ファイル: Agent セクション
agent セクションでは、次のフィールドを含めることができます。ウィザードでは、agent セクション
は作成されません。代わりに、このセクションは省略されて、このセクションのすべてのフィールドにデ
フォルト値が使用されます。

• metrics_collection_interval - オプション。この設定ファイルで指定されたすべてのメトリクス
が収集される頻度を指定します。この値は、特定の種類のメトリクスで上書きすることができます。

この値は数秒で指定されます。例えば、10 と設定するとメトリクスが 10 秒ごとに収集されるようにな
り、300 と設定するとメトリクスが 5 分ごとに収集されように指定されます。

この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。高解像
度メトリクスの詳細については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

デフォルト値は 60 です。
• region – Amazon EC2 インスタンスを監視しているときに CloudWatch エンドポイントに使用する

リージョンを指定します。収集されたメトリクスは、このリージョン (us-west-1 など) に送信されま
す。このフィールドを省略すると、エージェントは Amazon EC2 インスタンスが配置されているリー
ジョンにメトリクスを送信します。

オンプレミスサーバーをモニターリングしている場合、このフィールドは使用されず、エージェントは
AmazonCloudWatchAgent 設定ファイルの AWS プロファイルからリージョンを読み取ります。

• credentials – 異なる AWS アカウントにメトリクスとログを送信する際に使用する IAM ロールを指
定します。指定した場合、このフィールドには 1 つのパラメータ role_arn が含まれています。
• role_arn – 異なる AWS アカウントにメトリクスとログを送信する際の認証用 IAM ロールの 

Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。詳細については、「別のアカウントへのメトリクスと
ログの送信 (p. 985)」を参照してください。

• debug - オプション。デバッグログメッセージを使用して CloudWatch を実行することを指定します。
デフォルト値は、「false」です。

• aws_sdk_log_level - オプション。バージョン 1.247350.0 以降の CloudWatch エージェントでのみ
サポートされます。

このフィールドを指定すると、エージェントが AWS SDK エンドポイントに対してログ記録を実行でき
るようになります。このフィールドの値には、次のオプションうち 1 つまたは複数を含めることができ
ます。複数のオプションは、| 文字で区切ります。
• LogDebug

• LogDebugWithSigning

• LogDebugWithHTTPBody

• LogDebugRequestRetries

• LogDebugWithEventStreamBody

これらのオプションの詳細については、「LogLevelType」を参照してください。
• logfile – CloudWatch エージェントがログメッセージを書き込む場所を指定します。空の文字列を指

定すると、ログは stderr に書き込まれます。このオプションを指定しない場合、デフォルトの場所は次
のようになります。
• Linux: /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/amazon-cloudwatch-agent.log
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• Windows Server: c:\\ProgramData\\Amazon\\CloudWatchAgent\\Logs\\amazon-
cloudwatch-agent.log

CloudWatch エージェントで作成されるログファイルは自動的に更新されます。ログファイルは、サイ
ズが 100 MB に達すると、更新されます。エージェントは、更新したログファイルを最大 7 日間保持し
ます。また、更新したバックアップログファイルを最大 5 つまで保持します。バックアップログファイ
ルのファイル名にはタイムスタンプが追加されます。このタイムスタンプは、ファイルの更新日時 (例:
amazon-cloudwatch-agent-2018-06-08T21-01-50.247.log.gz) を示します。

• omit_hostname - オプション。デフォルトでは、append_dimensions セクション内の metrics
フィールドを使用している場合を除き、ホスト名はエージェントによって収集されるメトリクスのディ
メンションとして発行されます。omit_hostname  を true に設定すると、append_dimensions を
使用していなくても、ホスト名がディメンションとして発行されません。デフォルト値は、「false」
です。

• run_as_user - オプション。CloudWatch エージェントを実行するために使用するユーザーを指定しま
す。このパラメータを指定しないと、ルートユーザーが使用されます。このオプションは、Linux サー
バーでのみ有効です。

このオプションを使用する場合は、CloudWatch エージェントを起動する前にユーザーが存在し
ている必要があります。詳細については、「CloudWatch エージェントの別のユーザーとしての実
行 (p. 980)」を参照してください。

• user_agent - オプション。CloudWatch エージェントによって CloudWatch バックエンドへの API 呼
び出しに使用される user-agent 文字列を指定します。デフォルト値は、エージェントのバージョン、
エージェントのコンパイルに使用された Go プログラミング言語のバージョン、ランタイムオペレー
ティングシステムおよびアーキテクチャ、構築時間、有効にするプラグインで構成される文字列です。

agent セクションの例を以下に示します。

"agent": { 
   "metrics_collection_interval": 60, 
   "region": "us-west-1", 
   "logfile": "/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/amazon-cloudwatch-agent.log", 
   "debug": false, 
   "run_as_user": "cwagent" 
  }

CloudWatch エージェント設定ファイル: Metrics セクション
Linux または Windows Server を実行しているサーバーでは、metrics セクションに次のフィールドが含
まれています。

• namespace - オプション。エージェントによって収集されるメトリクスに使用する名前空間。デフォル
ト値は、「CWAgent」です。最大長は 255 文字です。次に例を示します。

{ 
  "metrics": { 
    "namespace": "Development/Product1Metrics", 
   ...... 
   },
} 

• append_dimensions - オプション。エージェントによって収集されたメトリクスに Amazon EC2 メト
リクスのディメンションを追加します。これにより、エージェントはホスト名をディメンションとして
発行しません。

append_dimensions で唯一サポートされるキーと値のペアは、次のリストに示されています。他の
キーと値のペアは無視されます。
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• "ImageID":"${aws:ImageId}" は、インスタンスの AMI ID を ImageID ディメンションの値とし
て設定します。

• "InstanceId":"${aws:InstanceId}" は、インスタンスのインスタンス ID を InstanceID ディ
メンションの値として設定します。

• "InstanceType":"${aws:InstanceType}" は、インスタンスのインスタンスタイプを
InstanceType ディメンションの値として設定します。

• "AutoScalingGroupName":"${aws:AutoScalingGroupName}" は、インスタンスの Auto 
Scaling グループ名を AutoScalingGroupName ディメンションの値として設定します。

任意のキーと値のペアを持つメトリクスにディメンションを追加する場合は、その特定のタイプのメト
リクスのフィールドの append_dimensions パラメータを使用します。

Amazon EC2 メタデータに依存する値を指定し、プロキシーを使用する場合は、サーバーが Amazon 
EC2 のエンドポイントにアクセスできることを確認する必要があります。これらのエンドポイントの
詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)」を参照してください。

• aggregation_dimensions - オプション。収集されたメトリクスが集計されるディメンションを指定
します。例えば、AutoScalingGroupName ディメンションでメトリクスをロールアップした場合、各 
Auto Scaling グループ内のすべてのインスタンスのメトリクスが集約され、全体として参照できるよう
になります。

1 つまたは複数のディメンションに沿ってメトリクスをロールアップすることができます。たとえ
ば、[["InstanceId"], ["InstanceType"], ["InstanceId","InstanceType"]] を指定する
と、インスタンス ID 単独、インスタンスタイプ単独、および 2 つのディメンションの組み合わせのメ
トリクスが集約されます。

[] を指定することにより、すべてのディメンションを無視して、すべてのメトリクスを 1 つのコレク
ションにロールアップすることもできます。

• endpoint_override – エージェントがメトリクスを送信するエンドポイントとして使用する FIPS エ
ンドポイントまたはプライベートリンクを指定します。これを指定してプライベートリンクを設定する
と、Amazon VPC エンドポイントにメトリクスを送信できます。詳細については、「Amazon VPC と
は」を参照してください。

endpoint_override の値は URL 文字列であることが必要です。

たとえば、設定ファイルのメトリクスセクションの次の部分は、メトリクスの送信時に VPC エンドポイ
ントを使用するようにエージェントを設定します。

{ 
  "metrics": { 
    "endpoint_override": "vpce-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.monitoring.us-
east-1.vpce.amazonaws.com", 
   ...... 
   },
} 

• metrics_collected – 必須。収集するメトリクス (StatsD または collectd を介して収集された
カスタムメトリクスを含む) を指定します。このセクションには、いくつかのサブセクションがありま
す。

この metrics_collected セクションの内容は、この設定ファイルが Linux を実行しているサーバー
用か Windows Server を実行しているサーバー用かによって異なります。

• force_flush_interval – メトリクスがサーバーに送信されるまでにメモリバッファ内に残留する最
大時間を秒単位で指定します。この設定にかかわらず、バッファ内のメトリクスのサイズが 1 MB に達
するか、異なるタイプのメトリクスの数が 1,000 個に達すると、メトリクスは即座にサーバーに送信さ
れます。
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デフォルト値は 60 です。
• credentials – 異なるアカウントにメトリクスを送信する際に使用する IAM ロールを指定します。指

定した場合、このフィールドには 1 つのパラメータ role_arn が含まれています。
• role_arn – 異なるアカウントにメトリクスを送信する際の認証用の IAM ロールの ARN を指定しま

す。詳細については、「別のアカウントへのメトリクスとログの送信 (p. 985)」を参照してくださ
い。ここで指定した値は、設定ファイルの role_arn セクションで指定された agent よりも優先さ
れます (存在する場合)。

Linux のセクション

Linux を実行しているサーバーでは、設定ファイルの metrics_collected セクションに以下のフィールドが
含まれていることもあります。

これらのフィールドの多くには、そのリソースに対して収集するメトリクスをリストする measurement
セクションを含めることができます。これらの measurement セクションでは、swap_used などの完全
なメトリクス名、またはリソースのタイプに追加されるメトリクス名の一部のみを指定できます。たとえ
ば、reads セクションの measurement セクションで diskio を指定すると、diskio_reads メトリク
スが収集されます。

• collectd - オプション。collectd プロトコルを使用してカスタムメトリクスを取得することを指
定します。collectd ソフトウェアを使用して CloudWatch エージェントにメトリクスを送信しま
す。collectd で使用できる設定オプションの詳細については、「collectd を使用してカスタムメトリクス
を取得する (p. 956)」を参照してください。

• ethtool - オプション。ethtool プラグインを使用してネットワークメトリクスを取得することを指
定します。このプラグインは、標準 ethtool ユーティリティによって収集されたメトリクスと、Amazon 
EC2 インスタンスからのネットワークパフォーマンスメトリクスの両方をインポートできます。ethtool 
で使用できる設定オプションの詳細については、「ネットワークパフォーマンスメトリクスの収
集 (p. 937)」を参照してください。

• cpu - オプション。収集する CPU メトリクスを指定します。このセクションは、Linux インスタンスで
のみ有効です。収集する CPU メトリクスの resources フィールドと totalcpu フィールドを少なく
とも 1 つ含める必要があります。このセクションには、次のフィールドを含めることができます。
• resources - オプション。このフィールドの値を * に指定すると、CPU ごとのメトリクスが収集さ

れます。許容されている値は * のみです。
• totalcpu - オプション。すべての CPU コア間で集計された cpu メトリクスを報告するかどうかを指

定します。デフォルトは true です。
• measurement – 収集する cpu メトリクスの配列を指定します。利用できる値

は、time_active、time_guest、time_guest_nice、time_idle、time_iowait、time_irq、time_nice、time_softirq、time_steal、time_system、time_user、usage_active、usage_guest、usage_guest_nice、usage_idle、usage_iowait、usage_irq、usage_nice、usage_softirq、usage_steal、usage_system、
および usage_user です。このフィールドは、cpu を含めた場合にのみ必要です。

デフォルトでは、cpu_usage_* メトリクスの単位は Percent であり、cpu_time_* メトリクスに
は単位がありません。

各メトリクスのエントリでは、必要に応じて次のいずれかまたは両方を指定できます。
• rename – このメトリクスに別の名前を指定します。
• unit – メトリクスの None のデフォルト単位を上書きして、このメトリクスに使用する単位を指

定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関する説明にリストされている有効な 
CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの
metrics_collection_interval セクションで指定されたグローバルな agent を上書きし
て、cpu メトリクスを収集する頻度を指定します。

この値は数秒で指定されます。例えば、10 と設定するとメトリクスが 10 秒ごとに収集されるように
なり、300 と設定するとメトリクスが 5 分ごとに収集されように指定されます。
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この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。高解
像度メトリクスの詳細については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

• append_dimensions - オプション。cpu メトリクスにのみ使用する追加のディメンション。この
フィールドを指定した場合、エージェントによって収集されるすべてのタイプのメトリクスに使用さ
れるグローバルフィールド append_dimensions で指定されたディメンションに加えて使用されま
す。

• disk - オプション。収集する disk メトリクスを指定します。このセクションは、Linux インスタンスで
のみ有効です。このセクションには、2 つのフィールドがあります。
• resources - オプション。ディスクのマウントポイントの配列を指定します。このフィールドは、リ

ストされているマウントポイントのみから CloudWatch がメトリクスを収集するように制限します。
値として * を指定すると、すべてのマウントポイントからメトリクスを収集できます。デフォルト値
を使用すると、すべてのマウントポイントからメトリクスが収集されます。

• measurement – 収集する disk メトリクスの配列を指定します。指定できる値は
free、total、used、used_percent、inodes_free、inodes_used､および inodes_total で
す。このフィールドは、disk を含めた場合にのみ必要です。

Note

disk メトリクスには Partition のディメンションがあります。つまり、生成されるカスタ
ムメトリクスの数は、インスタンスに関連付けられたパーティションの数によって異なりま
す。ディスクパーティションの数は、使用している AMI とサーバーにアタッチする Amazon 
EBS ボリュームの数によって異なります。

各 disk メトリクスのデフォルトの単位を確認するには、「Linux および macOS インスタンスで 
CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクス (p. 968)」を参照してください。

各メトリクスのエントリでは、必要に応じて次のいずれかまたは両方を指定できます。
• rename – このメトリクスに別の名前を指定します。
• unit – メトリクスの None の None のデフォルト単位を上書きして、このメトリクスに使用する単

位を指定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関する説明にリストされている有
効な CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

• ignore_file_system_types – disk メトリクスを収集するときに除外するファイルシステムのタイ
プを指定します。有効な値は、sysfs、devtmpfs などです。

• drop_device – これを true に設定すると、Device はディスクメトリクスのディメンションとして
含まれません。

Device がディメンションとして使用されないようにすることは、Nitro システムを使用するインスタ
ンスで役立ちます。これらのインスタンスでは、インスタンスの再起動時にディスクマウントごとに
デバイス名が変更されるためです。これにより、メトリクスに整合性のないデータが発生し、これら
のメトリクスに基づくアラームが INSUFFICIENT DATA 状態になる可能性があります。

デフォルトは false です。
• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの
metrics_collection_interval セクションで指定されたグローバルな agent を上書きし
て、disk メトリクスを収集する頻度を指定します。

この値は数秒で指定されます。

この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。詳細
については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

• append_dimensions - オプション。disk メトリクスにのみ使用する追加のディメンション。この
フィールドを指定した場合、エージェントにより収集されるすべてのタイプのメトリクスに使用され
る append_dimensions フィールドで指定されたディメンションに加えて使用されます。

• diskio - オプション。収集する disk i/o メトリクスを指定します。このセクションは、Linux インスタ
ンスでのみ有効です。このセクションには、2 つのフィールドがあります。
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• resources - オプション。デバイスの配列を指定した場合、CloudWatch はそれらのデバイスからの
みメトリクスを収集します。それ以外の場合、すべてのデバイスのメトリクスが収集されます。値と
して * を指定し、すべてのデバイスからメトリクスを収集することもできます。

• measurement – 収集する diskio メトリクスの配列を指定します。指定できる値は
reads、writes、read_bytes、write_bytes、read_time、write_time､io_time、および
iops_in_progress です。このフィールドは、diskio を含めた場合にのみ必要です。

各メトリクスのエントリでは、必要に応じて次のいずれかまたは両方を指定できます。
• rename – このメトリクスに別の名前を指定します。
• unit – メトリクスの None の None のデフォルト単位を上書きして、このメトリクスに使用する単

位を指定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関する説明にリストされている有
効な CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの
metrics_collection_interval セクションで指定されたグローバルな agent を上書きし
て、diskio メトリクスを収集する頻度を指定します。

この値は数秒で指定されます。

この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。高解
像度メトリクスの詳細については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

• append_dimensions - オプション。diskio メトリクスにのみ使用する追加のディメンション。この
フィールドを指定した場合、エージェントにより収集されるすべてのタイプのメトリクスに使用され
る append_dimensions フィールドで指定されたディメンションに加えて使用されます。

• swap - オプション。収集するスワップメモリメトリクスを指定します。このセクションは、Linux イン
スタンスでのみ有効です。このセクションには、3 つのフィールドがあります。
• measurement – 収集する swap メトリクスの配列を指定します。指定できる値は free、used、お

よび used_percent です。このフィールドは、swap を含めた場合にのみ必要です。

各 swap メトリクスのデフォルトの単位を確認するには、「Linux および macOS インスタンスで 
CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクス (p. 968)」を参照してください。

各メトリクスのエントリでは、必要に応じて次のいずれかまたは両方を指定できます。
• rename – このメトリクスに別の名前を指定します。
• unit – メトリクスの None の None のデフォルト単位を上書きして、このメトリクスに使用する単

位を指定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関する説明にリストされている有
効な CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの
metrics_collection_interval セクションで指定されたグローバルな agent を上書きし
て、swap メトリクスを収集する頻度を指定します。

この値は数秒で指定されます。

この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。高解
像度メトリクスの詳細については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

• append_dimensions - オプション。swap メトリクスにのみ使用する追加のディメンション。この
フィールドを指定した場合、エージェントにより収集されるすべてのタイプのメトリクスに使用さ
れるグローバル append_dimensions フィールドで指定されたディメンションに加えて使用されま
す。高解像度メトリクスとして収集されます。

• mem - オプション。収集するメモリメトリクスを指定します。このセクションは、Linux インスタンスで
のみ有効です。このセクションには、3 つのフィールドがあります。
• measurement – 収集する memory メトリクスの配列を指定します。指定できる値は
active、available、available_percent、buffered、cached、free、inactive、total、used、used_percent
です。このフィールドは、mem を含めた場合にのみ必要です。
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各 mem メトリクスのデフォルトの単位を確認するには、「Linux および macOS インスタンスで 
CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクス (p. 968)」を参照してください。

各メトリクスのエントリでは、必要に応じて次のいずれかまたは両方を指定できます。
• rename – このメトリクスに別の名前を指定します。
• unit – メトリクスの None のデフォルト単位を上書きして、このメトリクスに使用する単位を指

定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関する説明にリストされている有効な 
CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの
metrics_collection_interval セクションで指定されたグローバルな agent を上書きし
て、mem メトリクスを収集する頻度を指定します。

この値は数秒で指定されます。

この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。高解
像度メトリクスの詳細については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

• append_dimensions - オプション。mem メトリクスにのみ使用する追加のディメンション。この
フィールドを指定した場合、エージェントによって収集されるすべてのタイプのメトリクスに使用さ
れる append_dimensions フィールドで指定されたディメンションに加えて使用されます。

• net - オプション。収集するネットワーキングメトリクスを指定します。このセクションは、Linux イン
スタンスでのみ有効です。このセクションには、4 つのフィールドがあります。
• resources - オプション。ネットワークインターフェイスの配列を指定した場合、CloudWatch はそ

れらのインターフェイスからのみメトリクスを収集します。それ以外の場合、すべてのデバイスのメ
トリクスが収集されます。また、値として * を指定し、すべてのインターフェイスからメトリクスを
収集することもできます。

• measurement – 収集する networking メトリクスの配列を指定します。指定できる値は
bytes_sent、bytes_recv、drop_in、drop_out、err_in、err_out､packets_sent、および
packets_recv です。このフィールドは、net を含めた場合にのみ必要です。

各 net メトリクスのデフォルトの単位を確認するには、「Linux および macOS インスタンスで 
CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクス (p. 968)」を参照してください。

各メトリクスのエントリでは、必要に応じて次のいずれかまたは両方を指定できます。
• rename – このメトリクスに別の名前を指定します。
• unit – メトリクスの None のデフォルト単位を上書きして、このメトリクスに使用する単位を指

定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関する説明にリストされている有効な 
CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの
metrics_collection_interval セクションで指定されたグローバルな agent を上書きして、net 
メトリクスを収集する頻度を指定します。

この値は数秒で指定されます。例えば、10 と設定するとメトリクスが 10 秒ごとに収集されるように
なり、300 と設定するとメトリクスが 5 分ごとに収集されように指定されます。

この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。高解
像度メトリクスの詳細については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

• append_dimensions - オプション。net メトリクスにのみ使用する追加のディメンション。この
フィールドを指定した場合、エージェントにより収集されるすべてのタイプのメトリクスに使用され
る append_dimensions フィールドで指定されたディメンションに加えて使用されます。

• netstat - オプション。収集する TCP 接続状態と UDP 接続メトリクスを指定します。このセクション
は、Linux インスタンスでのみ有効です。このセクションには、3 つのフィールドがあります。
• measurement – 収集する netstat メトリクスの配列を指定します。指定できる値は
tcp_close、tcp_close_wait、tcp_closing、tcp_established、tcp_fin_wait1、tcp_fin_wait2、tcp_last_ack、tcp_listen、tcp_none、tcp_syn_sent、tcp_syn_recv、tcp_time_wait、
および udp_socket です。このフィールドは、netstat を含めた場合にのみ必要です。
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各 netstat メトリクスのデフォルトの単位を確認するには、「Linux および macOS インスタンスで 
CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクス (p. 968)」を参照してください。

各メトリクスのエントリでは、必要に応じて次のいずれかまたは両方を指定できます。
• rename – このメトリクスに別の名前を指定します。
• unit – メトリクスの None のデフォルト単位を上書きして、このメトリクスに使用する単位を指

定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関する説明にリストされている有効な 
CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの
metrics_collection_interval セクションで指定されたグローバルな agent を上書きし
て、netstat メトリクスを収集する頻度を指定します。

この値は数秒で指定されます。

この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。高解
像度メトリクスの詳細については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

• append_dimensions - オプション。netstat メトリクスにのみ使用する追加のディメンション。この
フィールドを指定した場合、エージェントにより収集されるすべてのタイプのメトリクスに使用され
る append_dimensions フィールドで指定されたディメンションに加えて使用されます。

• processes - オプション。収集するプロセスメトリクスを指定します。このセクションは、Linux イン
スタンスでのみ有効です。このセクションには、3 つのフィールドがあります。
• measurement – 収集する processes メトリクスの配列を指定します。指定できる値は
blocked、dead、idle、paging、running、sleeping、stopped、total、total_threads、wait、zombies
です。このフィールドは、processes を含めた場合にのみ必要です。

すべての processes メトリクスで、デフォルトの単位は Count です。

各メトリクスのエントリでは、必要に応じて次のいずれかまたは両方を指定できます。
• rename – このメトリクスに別の名前を指定します。
• unit – メトリクスの None のデフォルト単位を上書きして、このメトリクスに使用する単位を指

定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関する説明にリストされている有効な 
CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの
metrics_collection_interval セクションで指定されたグローバルな agent を上書きし
て、processes メトリクスを収集する頻度を指定します。

この値は数秒で指定されます。例えば、10 と設定するとメトリクスが 10 秒ごとに収集されるように
なり、300 と設定するとメトリクスが 5 分ごとに収集されように指定されます。

この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。詳細
については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

• append_dimensions - オプション。process メトリクスにのみ使用する追加のディメンション。こ
のフィールドを指定した場合、エージェントにより収集されるすべてのタイプのメトリクスに使用さ
れる append_dimensions フィールドで指定されたディメンションに加えて使用されます。

• nvidia_gpu - オプション。収集する NVIDIA GPU メトリクスを指定します。このセクション
は、NVIDIA GPU アクセラレーターで設定され、NVIDIA System Management Interface (nvidia-smi) が
インストールされているホスト上の Linux インスタンスについてのみ有効です。

収集される NVIDIA GPU メトリクスには、他のアクセラレータータイプ用に収集されるメトリクスと区
別するために、nvidia_smi_ という文字列のプレフィックスが付けられます。このセクションには、2 
つのフィールドがあります。
• measurement – 収集する NVIDIA GPU メトリクスの配列を指定します。ここで使用できる値のリス

トについては、NVIDIA GPU メトリクスを収集する (p. 941) の表の [Metric] (メトリクス) 列を参照
してください。
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各メトリクスのエントリでは、必要に応じて次のいずれかまたは両方を指定できます。
• rename – このメトリクスに別の名前を指定します。
• unit – メトリクスの None のデフォルト単位を上書きして、このメトリクスに使用する単位を指

定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関する説明にリストされている有効な 
CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの agent セクションで指定された
グローバルな metrics_collection_interval を上書きして、NVIDIA GPU メトリクスを収集す
る頻度を指定します。

• procstat - オプション。個別のプロセスからメトリクスを取得することを指定します。procstat で
使用できる設定オプションの詳細については、「procstat プラグインでプロセスメトリクスを収集す
る (p. 942)」を参照してください 。

• statsd - オプション。StatsD プロトコルを使用してカスタムメトリクスを取得することを指定しま
す。CloudWatch エージェントは、プロトコルのデーモンとして機能します。スタンダード StatsD ク
ライアントを使用して CloudWatch エージェントにメトリクスを送信します。StatsD で使用できる設定
オプションの詳細については、「StatsD を使用してカスタムメトリクスを取得する  (p. 954)」を参照
してください。

• ethtool - オプション。ethtool 統計情報を CloudWatch にインポートすることを指定します。詳細につ
いては、「ネットワークパフォーマンスメトリクスの収集 (p. 937)」を参照してください。

Linux サーバーの metrics セクションの例を次に示します。この例では、3 つの CPU メトリクス、3 つ
の netstat メトリクス、3 つのプロセスメトリクス、および 1 つのディスクメトリクスが収集され、エー
ジェントは collectd クライアントから追加のメトリクスを受信するように設定されています。

  "metrics": { 
    "metrics_collected": { 
      "collectd": {}, 
      "cpu": { 
        "resources": [ 
          "*" 
        ], 
        "measurement": [ 
          {"name": "cpu_usage_idle", "rename": "CPU_USAGE_IDLE", "unit": "Percent"}, 
          {"name": "cpu_usage_nice", "unit": "Percent"}, 
          "cpu_usage_guest" 
        ], 
        "totalcpu": false, 
        "metrics_collection_interval": 10, 
        "append_dimensions": { 
          "test": "test1", 
          "date": "2017-10-01" 
        } 
      }, 
      "netstat": { 
        "measurement": [ 
          "tcp_established", 
          "tcp_syn_sent", 
          "tcp_close" 
        ], 
        "metrics_collection_interval": 60 
      }, 
       "disk": { 
        "measurement": [ 
          "used_percent" 
        ], 
        "resources": [ 
          "*" 
        ], 
        "drop_device": true 
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      },   
      "processes": { 
        "measurement": [ 
          "running", 
          "sleeping", 
          "dead" 
        ] 
      } 
    }, 
    "append_dimensions": { 
      "ImageId": "${aws:ImageId}", 
      "InstanceId": "${aws:InstanceId}", 
      "InstanceType": "${aws:InstanceType}", 
      "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}" 
    }, 
    "aggregation_dimensions" : [["AutoScalingGroupName"], ["InstanceId", "InstanceType"],
[]] 
  }

Windows Server

Windows Server の metrics_collected セクションでは、Windows パフォーマンスオブジェクトごと
に Memory、Processor、LogicalDisk などのサブセクションを含めることができます。使用可能な
オブジェクトとカウンターについては、Microsoft Windows のドキュメントの「パフォーマンスカウン
ター」を参照してください。

各オブジェクトのサブセクション内では、収集するカウンタの measurement 配列を指定しま
す。measurement 配列は、設定ファイルで指定するオブジェクトごとに必要です。resources フィール
ドを指定して、メトリクスの収集元のインスタンスを指定することもできます。また、* に resources
を指定し、すべてのインスタンスの別個のメトリクスを収集することもできます。インスタンスのあるカ
ウンターの resources を省略すると、すべてのインスタンスのデータが 1 つのセットに集約されます。
インスタンスのないカウンターの resources を省略すると、CloudWatch エージェントはカウンターを
収集しません。カウンターにインスタンスがあるかどうかを判断するには、次のコマンドのいずれかを使
用します。

Powershell:

Get-Counter -ListSet *

コマンドライン (Powershell ではない):

TypePerf.exe –q

各オブジェクトセクション内で、以下のオプションフィールドを指定することもできます。

• metrics_collection_interval - オプション。設定ファイルの metrics_collection_interval
セクションで指定されたグローバルな agent を上書きして、このオブジェクトのメトリクスを収集する
頻度を指定します。

この値は数秒で指定されます。例えば、10 と設定するとメトリクスが 10 秒ごとに収集されるようにな
り、300 と設定するとメトリクスが 5 分ごとに収集されように指定されます。

この値を 60 秒未満に設定した場合、各メトリクスは高解像度メトリクスとして収集されます。詳細に
ついては、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。

• append_dimensions - オプション。このオブジェクトのメトリクスにのみ使用する追加のディメン
ションを指定します。このフィールドを指定した場合、エージェントにより収集されるすべてのタイプ
のメトリクスに使用されるグローバル append_dimensions フィールドで指定されたディメンション
に加えて使用されます。
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各カウンタセクション内で、以下のオプションフィールドを指定することもできます。

• rename – このメトリクスに、CloudWatch で使用する別の名前を指定します。
• unit – このメトリクスに使用する単位を指定します。指定する単位は、「MetricDatum」の Unit に関

する説明にリストされている有効な CloudWatch メトリクス単位でなければなりません。

metrics_collected には、他の 2 つのオプションのセクションを含めることができます。

• statsd – StatsD プロトコルを使用してカスタムメトリクスを取得できます。CloudWatch エージェ
ントは、プロトコルのデーモンとして機能します。スタンダード StatsD クライアントを使用して 
CloudWatch エージェントにメトリクスを送信します。詳細については、「StatsD を使用してカスタム
メトリクスを取得する  (p. 954)」を参照してください。

• procstat – 個別のプロセスからメトリクスを取得できます。詳細については、「procstat プラグイン
でプロセスメトリクスを収集する (p. 942)」を参照してください。

Windows Server で使用する metrics セクションの例を次に示します。この例では、多くの Windows メ
トリクスが収集され、コンピュータは StatsD クライアントから追加のメトリクスを受信するように設定
されています。

"metrics": { 
    "metrics_collected": { 
      "statsd": {}, 
      "Processor": { 
        "measurement": [ 
          {"name": "% Idle Time", "rename": "CPU_IDLE", "unit": "Percent"}, 
          "% Interrupt Time", 
          "% User Time", 
          "% Processor Time" 
        ], 
        "resources": [ 
          "*" 
        ], 
        "append_dimensions": { 
          "d1": "win_foo", 
          "d2": "win_bar" 
        } 
      }, 
      "LogicalDisk": { 
        "measurement": [ 
          {"name": "% Idle Time", "unit": "Percent"}, 
          {"name": "% Disk Read Time", "rename": "DISK_READ"}, 
          "% Disk Write Time" 
        ], 
        "resources": [ 
          "*" 
        ] 
      }, 
      "Memory": { 
        "metrics_collection_interval": 5, 
        "measurement": [ 
          "Available Bytes", 
          "Cache Faults/sec", 
          "Page Faults/sec", 
          "Pages/sec" 
        ], 
        "append_dimensions": { 
          "d3": "win_bo" 
        } 
      }, 
      "Network Interface": { 
        "metrics_collection_interval": 5, 
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        "measurement": [ 
          "Bytes Received/sec", 
          "Bytes Sent/sec", 
          "Packets Received/sec", 
          "Packets Sent/sec" 
        ], 
        "resources": [ 
          "*" 
        ], 
        "append_dimensions": { 
          "d3": "win_bo" 
        } 
      }, 
      "System": { 
        "measurement": [ 
          "Context Switches/sec", 
          "System Calls/sec", 
          "Processor Queue Length" 
        ], 
        "append_dimensions": { 
          "d1": "win_foo", 
          "d2": "win_bar" 
        } 
      } 
    }, 
    "append_dimensions": { 
      "ImageId": "${aws:ImageId}", 
      "InstanceId": "${aws:InstanceId}", 
      "InstanceType": "${aws:InstanceType}", 
      "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}" 
    }, 
    "aggregation_dimensions" : [["ImageId"], ["InstanceId", "InstanceType"], ["d1"],[]] 
    } 
  }

CloudWatch エージェント設定ファイル: Logs セクション
logs セクションには、次のフィールドが含まれます。

• logs_collected – logs セクションが含まれている場合に必要です。サーバーから収集するログファ
イルおよび Windows イベントログを指定します。files と windows_events の 2 つのフィールドを
含めることができます。
• files – CloudWatch エージェントが収集する定期的なログファイルを指定します。1 つのフィールド
collect_list が含まれます。このフィールドでは、これらのファイルを詳細に定義します。
• collect_list – files が含まれている場合に必要です。エントリの配列が含まれており、それぞ

れ収集するログファイルを 1 つ指定します。これらの各エントリには、次のフィールドを含めるこ
とができます。
• file_path – CloudWatch Logs にアップロードするログファイルのパスを指定します。スー

パーアスタリスクとして ** を追加すると、標準 Unix glob マッチングルールが受け入れられま
す。たとえば、/var/log/**.log と指定すると .log ディレクトリツリー内のすべての /var/
log ファイルが収集されます。他の例については、「Glob Library」を参照してください。

また、標準のアスタリスクを標準のワイルドカードとして使用することもできます。例えば、/
var/log/system.log* は、/var/log 内の、system.log_1111、system.log_2222 など
のファイルに一致します。

ファイルの変更時間に基づいて、最新のファイルのみが CloudWatch Logs にプッシュされま
す。access_log.2018-06-01-01 と access_log.2018-06-01-02 など同じ形式の一連の
ファイルを指定するにはワイルドカードの使用をお勧めします。ただし、access_log_80 と
access_log_443 のように複数の種類のファイルには使用しないでください。複数の種類の
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ファイルを指定するには、エージェント設定ファイルに別のストリームログのエントリを追加し
て、各種類のログファイルが異なるログストリームに行くようにします。

• auto_removal - オプション。これが true の場合、CloudWatch エージェントは CloudWatch 
Logs にアップロードされた後の古いログファイルを自動的に削除します。エージェントは、日別
に異なるファイルを作成するログなど、複数のファイルを作成するログから完全なファイルのみ
を削除します。ログが 1 つのファイルに継続的に書き込まれる場合、そのファイルは削除されま
せん。

ログファイルの更新方法や削除方法が設定済みである場合は、このフィールドを省略する
か、false に設定することをお勧めします。

このフィールドを省略した場合は、デフォルト値の false が使用されます。
• log_group_name - オプション。CloudWatch Logs でロググループ名とし

て何を使用するかを指定します。名前の一部として、名前では変数として
{instance_id}、{hostname}、{local_hostname}、{ip_address} を使用することがで
きます。{hostname} は、EC2 メタデータからホスト名を取得し、{local_hostname} は、
ネットワーク設定ファイルからホスト名を使用します。

これらの変数を使用して多くの異なるロググループを作成する場合は、1 リージョン、1 アカウ
ントあたり 100 万ロググループという制限を念頭に置いてください。

ここで使えるのは、a～z、A～Z、0～9、"_" (アンダーバー)、"-" (ハイフン)、"/" (スラッシュ) お
よび "." (ピリオド) です。

混乱を防ぐために、このフィールドを指定することをお勧めします。このフィールドを指定し
ない場合、末尾のドットまでのファイルパスがロググループ名として使用されます。たとえば、
ファイルパスが /tmp/TestLogFile.log.2017-07-11-14 の場合、ロググループ名は /tmp/
TestLogFile.log です。

• log_stream_name - オプション。CloudWatch Logs でログストリーム名と
して何を使用するかを指定します。名前の一部として、名前では変数として
{instance_id}、{hostname}、{local_hostname}、{ip_address} を使用することがで
きます。{hostname} は、EC2 メタデータからホスト名を取得し、{local_hostname} は、
ネットワーク設定ファイルからホスト名を使用します。

このフィールドを省略すると、グローバル log_stream_name セクションの logs パラメータの
値が使用されます。これも省略すると、{instance_id} のデフォルト値が使用されます。

ログストリームが存在しない場合には、自動的に作成されます。
• retention_in_days - オプション。指定されたロググループにログイベントを保持する日数を

指定します。
• エージェントがこのロググループを作成中なら、このフィールドを省略すると、この新しいロ

ググループが無期限に保持されるように設定されます。
• このロググループが既に存在していて、このフィールドを指定すると、指定した新しい保存期

間が使用されます。既に存在するロググループで、このフィールドを省略した場合、ロググ
ループの保持は変更されません。

CloudWatch エージェントウィザードは、このフィールドのデフォルト値として -1 を使用しま
す。これは、エージェント設定ファイルを作成する場合で、ログ保持の値を指定しない場合に
使用されます。ウィザードが設定するこの -1 の値は、ロググループ内のイベントが期限切れ
にならないよう指定します。ただし、この値を手動で -1 に編集しても効果はありません。

有効な値は 
1、3、5、7、14、30、60、90、120、150、180、365、400、545、731、1827、2192、2557、2922、3288、
および 3653 です。

同じロググループに複数のログストリームを書き込むようにエージェントを設定する場合、1 つ
の場所で retention_in_days を指定すると、ロググループ全体のログの保持が設定されま
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す。複数の場所で同じロググループ向けに retention_in_days を指定した場合、それらの値
がすべて等しい場合に保持が設定されます。ただし、複数の場所で同じロググループに異なる
retention_in_days の値が指定されている場合、ログの保持は設定されず、エージェントは停
止してエラーを返します。

Note

エージェントの IAM ロールまたは IAM ユーザーが保持ポリシーを設定するに
は、logs:PutRetentionPolicy を持っている必要があります。詳細については、
「CloudWatch エージェントによるログの保持ポリシーの設定を許可 (p. 874)」を参照
してください。

Warning

既に存在するロググループ向けに retention_in_days を設定した場合、指定した日
数より前に発行されたそのロググループ内のすべてのログが削除されます。例えば、3 
に設定すると、3 日以上前のすべてのログが削除されます。

• filters - オプション。エントリの配列を含めることができます。各エントリは、正規表現
とフィルタータイプを指定し、フィルターに一致するログエントリを発行またはドロップす
るかどうかを指定します。このフィールドを省略すると、ログファイル内のすべてのログが 
CloudWatch Logs に発行されます。このフィールドを含めると、エージェントは指定したすべて
のフィルターを使用して各ログメッセージを処理し、すべてのフィルターを通過するログイベン
トのみが CloudWatch Logs に発行されます。一部のフィルターを通過しないログエントリは、ホ
ストのログファイルに残りますが、CloudWatch Logs には送信されません。

フィルター配列の各エントリには、次のフィールドを含めることができます。
• type – フィルターのタイプを示します。有効な値は、includeおよび exclude で

す。include では、ログエントリは CloudWatch Logs に発行される式と一致する必要があり
ます。exclude では、フィルターに一致する各ログエントリは CloudWatch Logs に送信され
ません。

• expression – RE2 Syntax に続く正規表現の文字列。

Note

CloudWatch エージェントは、指定した正規表現のパフォーマンスをチェックした
り、正規表現の評価の実行時間を制限したりしません。評価に多くのコストがかか
る表現を記述しないように注意することをおすすめします。発生する可能性のある問
題の詳細については、「Regular expression Denial of Service - ReDoS」(正規表現の
サービス拒否 - ReDoS) を参照してください。

例えば、次の CloudWatch エージェント設定ファイルの抜粋は、PUT および POST リクエストで
あるログを CloudWatch Logs に発行しますが、Firefox からのログは除外されます。

"collect_list": [  
  { 
    "file_path": "/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/test.log",  
    "log_group_name": "test.log",  
    "log_stream_name": "test.log", 
    "filters": [ 
      { 
        "type": "exclude", 
        "expression": "Firefox" 
      }, 
      { 
        "type": "include", 
        "expression": "P(UT|OST)" 
      } 
    ] 
  }, 
  .....
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]

Note

設定ファイル内のフィルターの順序は、パフォーマンス上重要です。前述の例におい
て、エージェントは 2 番目のフィルターの評価を開始する前に、Firefox に一致するす
べてのログをドロップします。複数のフィルターで評価されるログエントリを少なくす
るには、より多くのログを除外するフィルターを設定ファイルに最初に配置します。

• timezone - オプション。ログイベントにタイムスタンプを付けるときに使用するタイムゾーン
を指定します。有効な値は UTC および Local です。デフォルト値は、「Local」です。

timestamp_format の値を指定しない場合、このパラメータは無視されます。
• timestamp_format - オプション。% で始まる特殊記号とプレーンテキストを使用して、タイ

ムスタンプ形式を指定します。このフィールドを省略した場合は、現在の時刻が使用されます。
このフィールドを使用する場合は、以下のリストの記号を形式の一部に使用することができま
す。

1 つのログエントリに、形式に一致する 2 つのタイムスタンプが含まれている場合、最初のタイ
ムスタンプが使用されます。

この記号のリストは、以前の CloudWatch Logs エージェントで使用されるリストとは異なりま
す。このような違いの概要については、「統合 CloudWatch エージェントと前の CloudWatch 
Logs エージェントの間のタイムスタンプの違い (p. 987)」を参照してください。
%y

ゼロ詰め 10 進数での年 (世紀なし) たとえば 19 で 2019 を表します。
%Y

10 進数での年 (世紀あり) 例えば、2019 です。
%b

ロケールの省略名称での月
%B

ロケールの正式名称での月
%m

ゼロ詰め 10 進数での月
%-m

10 進数での月 (ゼロ詰めなし)
%d

ゼロ詰め 10 進数での日
%-d

10 進数での日 (ゼロ詰めなし)
%A

曜日のフルネーム。Monday など
%a

曜日の略称。Mon など
%H

ゼロ詰め 10 進数での時 (24 時間形式の時計)
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%I

ゼロ詰め 10 進数での時 (12 時間形式の時計)
%-I

10 進数での時間 (12 時間制) (ゼロ詰めなし)
%p

AM または PM
%M

ゼロ詰め 10 進数での分
%-M

10 進数での分 (ゼロ詰めなし)
%S

ゼロ詰め 10 進数での秒
%-S

10 進数での秒 (ゼロ詰めなし)
%f

10 進数 (1～9 桁) での少数秒 (左側をゼロ詰め)
%Z

タイムゾーン。PST など
%z

タイムゾーンは、ローカルタイムゾーンと UTC の間のオフセットとして表されます。例え
ば、-0700 です。この形式のみがサポートされています。たとえば、-07:00 は有効な形式
ではありません。

• multi_line_start_pattern – ログメッセージの開始を識別するパターンを指定します。ログ
メッセージは、パターンに一致する 1 行と、後続パターンに一致しない行で構成されます。

このフィールドを指定しない場合、複数行モードが無効になり、空白文字以外の文字で始まる行
は、前のログメッセージを終了して新しいログメッセージを開始します。

このフィールドを含める場合、{timestamp_format} を指定してタイムスタンプ形式と同じ正
規表現を使用できます。それ以外の場合、CloudWatch Logs が複数行エントリの最初の行を判断
するために使用する別の正規表現を指定できます。

• encoding – 正しく読み込むことができるように、ログファイルのエンコードを指定します。正
しくないエンコードを指定すると、デコードできない文字がその他の文字に置き換えられるた
め、データ損失が生じる可能性があります。

デフォルト値は、「utf-8」です。指定できる値は以下のとおりです。

ascii, big5, euc-jp, euc-kr, gbk, gb18030, ibm866, iso2022-jp, 
iso8859-2, iso8859-3, iso8859-4, iso8859-5, iso8859-6, iso8859-7, 
iso8859-8, iso8859-8-i, iso8859-10, iso8859-13, iso8859-14, iso8859-15, 
iso8859-16, koi8-r, koi8-u, macintosh, shift_jis, utf-8, utf-16, 
windows-874, windows-1250, windows-1251, windows-1252, windows-1253, 
windows-1254, windows-1255, windows-1256, windows-1257, windows-1258, x-
mac-cyrillic
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• windows_events セクションでは、Windows Server を実行しているサーバーから収集する Windows 
イベントのタイプを指定します。次のフィールドが含まれています。
• collect_list – windows_events が含まれている場合に必要です。収集する Windows イベント

のタイプとレベルを指定します。収集される各ログには、このセクションのエントリがあります。
次のフィールドが含まれる可能性があります。
• event_name – ログ記録する Windows イベントのタイプを指定します。これは Windows イベン

トログのチャネル名と同等です。たとえば、System、Security、Application などがありま
す。このフィールドは、ログ記録する Windows イベントのタイプごとに必要です。

Note

CloudWatch が Windows ログチャネルからメッセージを取得する際には、Full Name
プロパティに基づき、そのログチャネルがルックアップされます。その間、Windows イ
ベントビューアのナビゲーションペインには、ログチャネルの Log Name プロパティ
が表示されます。Full Name と Log Name は必ずしも一致しません。チャンネルの
Full Name を確認するには、Windows イベントビューアでチャンネルを右クリック
し、[プロパティ] を開きます。

• event_levels – ログ記録するイベントのレベルを指定します。ログ記録する各レベルを指定す
る必要があります。指定できる値には、INFORMATION、WARNING、ERROR、CRITICALおよび
VERBOSE などがあります。このフィールドは、ログ記録する Windows イベントのタイプごとに
必要です。

• log_group_name – 必須。CloudWatch Logs でロググループ名として何を使用するかを指定し
ます。

• log_stream_name - オプション。CloudWatch Logs でログストリーム名と
して何を使用するかを指定します。名前の一部として、名前では変数として
{instance_id}、{hostname}、{local_hostname}、{ip_address} を使用することがで
きます。{hostname} は、EC2 メタデータからホスト名を取得し、{local_hostname} は、
ネットワーク設定ファイルからホスト名を使用します。

このフィールドを省略すると、グローバル log_stream_name セクションの logs パラメータの
値が使用されます。これも省略すると、{instance_id} のデフォルト値が使用されます。

ログストリームが存在しない場合には、自動的に作成されます。
• event_format - オプション。Windows のイベントを CloudWatch Logs に保存する際に使用す

る形式を指定します。xml は、Windows イベントビューワーと同じように XML 形式を使用しま
す。text は、レガシーの CloudWatch Logs エージェント形式を使用します。

• log_stream_name – 必須。log_stream_name のログや Windows イベントの個別のログストリー
ム名が collect_list パラメータに定義されていない場合、代わりに使用するデフォルトのログスト
リーム名を指定します。

• endpoint_override – エージェントがログを送信するエンドポイントとして使用する FIPS エンドポ
イントまたはプライベートリンクを指定します。このフィールドを指定してプライベートリンクを設定
すると、Amazon VPC エンドポイントにログを送信できます。詳細については、「Amazon VPC とは」
を参照してください。

endpoint_override の値は URL 文字列であることが必要です。

たとえば、設定ファイルの logs セクションの次の部分は、ログを送信するときに VPC エンドポイント
を使用するようにエージェントを設定します。

{ 
  "logs": { 
    "endpoint_override": "vpce-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.logs.us-
east-1.vpce.amazonaws.com", 
   ...... 
   },
} 
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• force_flush_interval – ログがサーバーに送信されるまでにメモリバッファ内に残留する最大時間
を秒単位で指定します。このフィールドの設定にかかわらず、バッファ内のログのサイズが 1 MB に達
すると、ログは即座にサーバーに送信されます。デフォルト値は 5 です。

エージェントを使用して高解像度メトリクスを埋め込みメトリクス形式で報告し、それらのメトリクス
にアラームを設定する場合は、このパラメータをデフォルト値の 5 に設定してください。それ以外の場
合は、メトリクスが遅延して報告され、データが部分的または不完全な場合にアラームが発報する可能
性があります。

• credentials – 異なる AWS アカウントにログを送信する際に使用する IAM ロールを指定します。指
定した場合、このフィールドには 1 つのパラメータ role_arn が含まれています。
• role_arn – 異なる AWS アカウントにログを送信する際の認証用 IAM ロールの ARN を指定しま

す。詳細については、「別のアカウントへのメトリクスとログの送信 (p. 985)」を参照してくださ
い。ここで指定した場合は、設定ファイルの role_arn セクションで指定された agent よりも優先
されます (存在する場合)。

• metrics_collected – これは、エージェントが埋め込みメトリクス形式のログを収集することを指
定するレガシーフィールドです。これらのログからメトリクスデータを生成できます。これには、エー
ジェントがログに埋め込まれたメトリクスを収集するように指定する emf フィールドが含まれていまし
た。ログに埋め込まれたメトリクスを収集するために、metrics_collected フィールドまたは emf
フィールドを含める必要はなくなりました。
• emf – ログに埋め込まれたメトリクスを収集するために、この emf フィールドを追加する必要はな

くなりました。これは、エージェントが埋め込みメトリクス形式のログを収集するように指定する
レガシーフィールドです。これらのログからメトリクスデータを生成できます。詳細については、
「CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットを使用して高カーディナリティログを取り込み、メ
トリクスを生成する (p. 995)」を参照してください。

logs セクションの例を以下に示します。

"logs": 
   { 
       "logs_collected": { 
           "files": { 
               "collect_list": [ 
                   { 
                       "file_path": "c:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\\Logs\
\amazon-cloudwatch-agent.log", 
                       "log_group_name": "amazon-cloudwatch-agent.log", 
                       "log_stream_name": "my_log_stream_name_1", 
                       "timestamp_format": "%H: %M: %S%y%b%-d" 
                   }, 
                   { 
                       "file_path": "c:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\\Logs\
\test.log", 
                       "log_group_name": "test.log", 
                       "log_stream_name": "my_log_stream_name_2" 
                   } 
               ] 
           }, 
           "windows_events": { 
               "collect_list": [ 
                   { 
                       "event_name": "System", 
                       "event_levels": [ 
                           "INFORMATION", 
                           "ERROR" 
                       ], 
                       "log_group_name": "System", 
                       "log_stream_name": "System" 
                   }, 
                   { 
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                       "event_name": "CustomizedName", 
                       "event_levels": [ 
                           "INFORMATION", 
                           "ERROR" 
                       ], 
                       "log_group_name": "CustomizedLogGroup", 
                       "log_stream_name": "CustomizedLogStream" 
                   } 
               ] 
           } 
       }, 
       "log_stream_name": "my_log_stream_name"
}

CloudWatch エージェントがスパースログファイルを処理する方
法
スパースファイルは、空のブロックと実際のコンテンツの両方を持つファイルです。スパースファイル
は、ブロックを構成する実際の null バイトの代わりに、空のブロックを表す簡単な情報をディスクに書き
込むことによって、より効率的にディスク領域を使用します。これにより、スパースファイルの実際のサ
イズは、通常、見かけのサイズよりもずっと小さくなります。

ただし、CloudWatch エージェントはスパースファイルを通常のファイルと同じ方法で処理します。エー
ジェントがスパースファイルを読み取ると、空のブロックは null バイトで満たされた「実」ブロックとし
て扱われます。このため、CloudWatch エージェントは、スパースファイルの見かけ上のサイズと同じバ
イト数を CloudWatch に発行します。

スパースファイルを発行するように CloudWatch エージェントを設定すると、予想よりも CloudWatch コ
ストが高くなる可能性があるため、この設定を避けるようお勧めします。例えば、Linux の /var/logs/
lastlog は非常にスパースなファイルであることが多いため、これを CloudWatch に発行しないようお勧
めします。

CloudWatch エージェント設定ファイル: 完全な例
Linux サーバーの完全な CloudWatch エージェント設定ファイルの例を次に示します。

収集するメトリクスについて measurement セクションにリストされた項目では、完全なメトリクス名、
またはリソースのタイプに追加するメトリクス名の一部のみを指定できます。たとえば、reads セクショ
ンの diskio_reads セクションで measurement または diskio を指定すると、diskio_reads メトリ
クスが収集されます。

この例には、measurement セクションでメトリクスを指定するための両方の方法が含まれています。

    { 
      "agent": { 
        "metrics_collection_interval": 10, 
        "logfile": "/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/amazon-cloudwatch-agent.log" 
      }, 
      "metrics": { 
        "namespace": "MyCustomNamespace", 
        "metrics_collected": { 
          "cpu": { 
            "resources": [ 
              "*" 
            ], 
            "measurement": [ 
              {"name": "cpu_usage_idle", "rename": "CPU_USAGE_IDLE", "unit": "Percent"}, 
              {"name": "cpu_usage_nice", "unit": "Percent"}, 
              "cpu_usage_guest" 
            ], 
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            "totalcpu": false, 
            "metrics_collection_interval": 10, 
            "append_dimensions": { 
              "customized_dimension_key_1": "customized_dimension_value_1", 
              "customized_dimension_key_2": "customized_dimension_value_2" 
            } 
          }, 
          "disk": { 
            "resources": [ 
              "/", 
              "/tmp" 
            ], 
            "measurement": [ 
              {"name": "free", "rename": "DISK_FREE", "unit": "Gigabytes"}, 
              "total", 
              "used" 
            ], 
             "ignore_file_system_types": [ 
              "sysfs", "devtmpfs" 
            ], 
            "metrics_collection_interval": 60, 
            "append_dimensions": { 
              "customized_dimension_key_3": "customized_dimension_value_3", 
              "customized_dimension_key_4": "customized_dimension_value_4" 
            } 
          }, 
          "diskio": { 
            "resources": [ 
              "*" 
            ], 
            "measurement": [ 
              "reads", 
              "writes", 
              "read_time", 
              "write_time", 
              "io_time" 
            ], 
            "metrics_collection_interval": 60 
          }, 
          "swap": { 
            "measurement": [ 
              "swap_used", 
              "swap_free", 
              "swap_used_percent" 
            ] 
          }, 
          "mem": { 
            "measurement": [ 
              "mem_used", 
              "mem_cached", 
              "mem_total" 
            ], 
            "metrics_collection_interval": 1 
          }, 
          "net": { 
            "resources": [ 
              "eth0" 
            ], 
            "measurement": [ 
              "bytes_sent", 
              "bytes_recv", 
              "drop_in", 
              "drop_out" 
            ] 
          }, 
          "netstat": { 
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            "measurement": [ 
              "tcp_established", 
              "tcp_syn_sent", 
              "tcp_close" 
            ], 
            "metrics_collection_interval": 60 
          }, 
          "processes": { 
            "measurement": [ 
              "running", 
              "sleeping", 
              "dead" 
            ] 
          } 
        }, 
        "append_dimensions": { 
          "ImageId": "${aws:ImageId}", 
          "InstanceId": "${aws:InstanceId}", 
          "InstanceType": "${aws:InstanceType}", 
          "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}" 
        }, 
        "aggregation_dimensions" : [["ImageId"], ["InstanceId", "InstanceType"], ["d1"],
[]], 
        "force_flush_interval" : 30 
      }, 
      "logs": { 
        "logs_collected": { 
          "files": { 
            "collect_list": [ 
              { 
                "file_path": "/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/amazon-cloudwatch-
agent.log", 
                "log_group_name": "amazon-cloudwatch-agent.log", 
                "log_stream_name": "amazon-cloudwatch-agent.log", 
                "timezone": "UTC" 
              }, 
              { 
                "file_path": "/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/test.log", 
                "log_group_name": "test.log", 
                "log_stream_name": "test.log", 
                "timezone": "Local" 
              } 
            ] 
          } 
        }, 
        "log_stream_name": "my_log_stream_name", 
        "force_flush_interval" : 15 
      } 
    }

Windows Server を実行しているサーバーの完全な CloudWatch エージェント設定ファイルの例を次に示し
ます。

{ 
      "agent": { 
        "metrics_collection_interval": 60, 
        "logfile": "c:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\\Logs\\amazon-
cloudwatch-agent.log" 
      }, 
      "metrics": { 
        "namespace": "MyCustomNamespace", 
        "metrics_collected": { 
          "Processor": { 
            "measurement": [ 
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              {"name": "% Idle Time", "rename": "CPU_IDLE", "unit": "Percent"}, 
              "% Interrupt Time", 
              "% User Time", 
              "% Processor Time" 
            ], 
            "resources": [ 
              "*" 
            ], 
            "append_dimensions": { 
              "customized_dimension_key_1": "customized_dimension_value_1", 
              "customized_dimension_key_2": "customized_dimension_value_2" 
            } 
          }, 
          "LogicalDisk": { 
            "measurement": [ 
              {"name": "% Idle Time", "unit": "Percent"}, 
              {"name": "% Disk Read Time", "rename": "DISK_READ"}, 
              "% Disk Write Time" 
            ], 
            "resources": [ 
              "*" 
            ] 
          }, 
          "customizedObjectName": { 
            "metrics_collection_interval": 60, 
            "customizedCounterName": [ 
              "metric1", 
              "metric2" 
            ], 
            "resources": [ 
              "customizedInstances" 
            ] 
          }, 
          "Memory": { 
            "metrics_collection_interval": 5, 
            "measurement": [ 
              "Available Bytes", 
              "Cache Faults/sec", 
              "Page Faults/sec", 
              "Pages/sec" 
            ] 
          }, 
          "Network Interface": { 
            "metrics_collection_interval": 5, 
            "measurement": [ 
              "Bytes Received/sec", 
              "Bytes Sent/sec", 
              "Packets Received/sec", 
              "Packets Sent/sec" 
            ], 
            "resources": [ 
              "*" 
            ], 
            "append_dimensions": { 
              "customized_dimension_key_3": "customized_dimension_value_3" 
            } 
          }, 
          "System": { 
            "measurement": [ 
              "Context Switches/sec", 
              "System Calls/sec", 
              "Processor Queue Length" 
            ] 
          } 
        }, 
        "append_dimensions": { 
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          "ImageId": "${aws:ImageId}", 
          "InstanceId": "${aws:InstanceId}", 
          "InstanceType": "${aws:InstanceType}", 
          "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}" 
        }, 
        "aggregation_dimensions" : [["ImageId"], ["InstanceId", "InstanceType"], ["d1"],[]] 
      }, 
      "logs": { 
        "logs_collected": { 
          "files": { 
            "collect_list": [ 
              { 
                "file_path": "c:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\\Logs\\amazon-
cloudwatch-agent.log", 
                "log_group_name": "amazon-cloudwatch-agent.log", 
                "timezone": "UTC" 
              }, 
              { 
                "file_path": "c:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\\Logs\
\test.log", 
                "log_group_name": "test.log", 
                "timezone": "Local" 
              } 
            ] 
          }, 
          "windows_events": { 
            "collect_list": [ 
              { 
                "event_name": "System", 
                "event_levels": [ 
                  "INFORMATION", 
                  "ERROR" 
                ], 
                "log_group_name": "System", 
                "log_stream_name": "System", 
                "event_format": "xml" 
              }, 
              { 
                "event_name": "CustomizedName", 
                "event_levels": [ 
                  "WARNING", 
                  "ERROR" 
                ], 
                "log_group_name": "CustomizedLogGroup", 
                "log_stream_name": "CustomizedLogStream", 
                "event_format": "xml" 
              } 
            ] 
          } 
        }, 
        "log_stream_name": "example_log_stream_name" 
      } 
    }

CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で保存するには
CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成または編集する場合は、任意の名前を付けること
ができます。トラブルシューティングを簡単にするため、Linux サーバーでは、/opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/etc/amazon-cloudwatch-agent.json、Windows Server を実行している
サーバーでは、$Env:ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-
agent.json という名前を付けることをお勧めします。ファイルを作成したら、エージェントを実行する
他のサーバーにそのファイルをコピーできます。
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CloudWatch エージェント設定ファイルの Systems Manager 
Parameter Store へのアップロード
SSM Agent を使用して CloudWatch エージェントをサーバーにインストールする場合は、CloudWatch 
エージェント設定ファイルを手動で編集した後、Systems Manager Parameter Store にアップロードでき
ます。これを行うには、Systems Manager put-parameter コマンドを使用します。

Parameter Store にファイルを保存できるようにするには、十分なアクセス権限を持つ IAM ロールを使用
する必要があります。詳細については、「CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを
作成する (p. 883)」を参照してください。

次のコマンドを使用します。ここで、parameter name は Parameter Store でこのファイルに使用する名
前で、configuration_file_pathname は編集した設定ファイルのパスとファイル名です。

aws ssm put-parameter --name "parameter name" --type "String" --value 
 file://configuration_file_pathname

ネットワークパフォーマンスメトリクスの収集
Elastic Network Adapter (ENA) を使用する Linux で実行されている EC2 インスタンスは、ネットワークパ
フォーマンスメトリクスを発行します。バージョン 1.246396.0 以降の CloudWatch エージェントでは、
これらのネットワークパフォーマンスメトリクスを CloudWatch にインポートできます。これらのネット
ワークパフォーマンスメトリクスを CloudWatch にインポートすると、CloudWatch カスタムメトリクス
として課金されます。

ENA ドライバーの詳細については、「Linux インスタンスにおける Elastic Network Adapter (ENA) を使用
した拡張ネットワーキングの有効化」および「Windows インスタンスにおける Elastic Network Adapter 
(ENA) を使用した拡張ネットワーキングの有効化」をご参照ください。

ネットワークパフォーマンスメトリクスの収集の設定方法は、Linux サーバーと Windows サーバーで異な
ります。

以下の表では、ENA アダプターによって有効化されたこれらのネットワークパフォーマンスメトリクスを
示しています。CloudWatch エージェントがこれらのメトリクスを Linux インスタンスから CloudWatch 
にインポートすると、これらの各メトリクス名の先頭に ethtool_ が付加されます。

メトリクス 説明

Linux サーバー上の名前:
bw_in_allowance_exceeded

Windows サーバー上の名前: Aggregate 
inbound BW allowance exceeded

インバウンド集計の帯域幅がインスタンスの最大値を超
えたために、キューおよび (または) ドロップされたパ
ケットの数。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし

Linux サーバー上の名前:
bw_out_allowance_exceeded

Windows サーバー上の名前: Aggregate 
outbound BW allowance exceeded

アウトバウンド集計の帯域幅がインスタンスの最大値を
超えたために、キューおよび (または) ドロップされたパ
ケットの数。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
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メトリクス 説明
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし

Linux サーバー上の名前:
conntrack_allowance_available

そのインスタンスタイプの Connections Tracked 許容量
に達する前にインスタンスが確立できる接続トラッキン
グ数をレポートします。このメトリクスは、バージョン 
2.8.1 以降の Elastic Network Adapter (ENA) 用の Linux 
ドライバーを使用する Nitro ベースの EC2 インスタンス
でのみ使用できます。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし

Linux サーバー上の名前:
conntrack_allowance_exceeded

Windows サーバー上の名前: Connection 
tracking allowance exceeded

接続トラッキングがインスタンスの最大数を超え、新し
い接続を確立できなかったためにドロップされたパケッ
トの数。これにより、インスタンスとの間で送受信され
るトラフィックのパケット損失が発生する可能性があり
ます。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし

Linux サーバー上の名前:
linklocal_allowance_exceeded

Windows サーバー上の名前: Link local 
packet rate allowance exceeded

ローカルプロキシサービスへのトラフィックの PPS が
ネットワークインターフェイスの最大値を超えたために
ドロップされたパケットの数。これは、DNS サービス、
インスタンスメタデータサービス、および Amazon Time 
Sync Service へのトラフィックに影響します。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし
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メトリクス 説明

Linux サーバー上の名前:
pps_allowance_exceeded

Windows サーバー上の名前: PPS 
allowance exceeded

双方向 PPS がインスタンスの最大値を超えたために、
キューおよび (または) ドロップされたパケットの数。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし

Linux の設定
Linux サーバーでは、ethtool プラグインを使用すると、ネットワークパフォーマンスメトリクスを 
CloudWatch にインポートできます。

ethtool は、Linux サーバー上のイーサネットデバイスに関する統計を収集できる標準の Linux ユーティ
リティです。収集される統計情報は、ネットワークデバイスとドライバーによって異なります。こ
れらの統計情報の例には、tx_packets、rx_bytes、tx_errors、align_errors などがありま
す。CloudWatch エージェントで ethtool プラグインを使用する場合、このセクションで前述した EC2 
ネットワークパフォーマンスメトリクスとともに、これらの統計を CloudWatch にインポートすることも
できます。

CloudWatch エージェントがメトリクスを CloudWatch にインポートすると、インポートされたすべて
のメトリクスの名前に ethtool_ プレフィックスが追加されます。したがって、標準の ethtool 統計
rx_bytes は CloudWatch で ethtool_rx_bytes として呼び出され、EC2 ネットワークパフォーマンス
メトリクス bw_in_allowance_exceeded は CloudWatch で ethtool_bw_in_allowance_exceeded
として呼び出されます。

Linux サーバーで ethtool メトリクスをインポートするには、CloudWatch エージェント設定ファイルの
ethtool セクションに metrics_collected セクションを追加します。ethtool セクションでは、次
のサブセクションを含めることができます。

• interface_include – このセクションを含めると、エージェントは、このセクションにリストされて
いる名前を持つインターフェイスからのみメトリクスを収集します。このセクションを省略する
と、interface_exclude にリストされていないすべてのイーサネットインターフェイスからメトリク
スが収集されます。

デフォルトのイーサネットインターフェイスは eth0 です。
• interface_exclude – このセクションを含める場合は、メトリクスを収集しないイーサネットインター

フェイスをリストします。

ethtool プラグインは、常にループバックインターフェイスを無視します。
• metrics_include – このセクションには、CloudWatch にインポートするメトリクスがリストされま

す。ethtool によって収集された標準統計情報と、Amazon EC2 高解像度ネットワークメトリクスの両方
を含めることができます。

以下の例では、CloudWatch エージェント設定ファイルの一部が表示されています。この設定では、イン
ターフェイスから標準の ethtool メトリクス rx_packets および tx_packets、ならびに eth1 インター
フェイスのみから Amazon EC2 ネットワークパフォーマンスメトリクスが収集されます。

CloudWatch エージェント設定ファイルの詳細については、「 CloudWatch エージェント設定ファイルを
手動で作成または編集する (p. 913)」を参照してください。

"metrics": { 
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    "append_dimensions": { 
      "InstanceId": "${aws:InstanceId}" 
    }, 
    "metrics_collected": { 
      "ethtool": { 
        "interface_include": [ 
          "eth1" 
        ], 
        "metrics_include": [ 
          "rx_packets", 
          "tx_packets", 
          "bw_in_allowance_exceeded", 
          "bw_out_allowance_exceeded", 
          "conntrack_allowance_exceeded", 
          "linklocal_allowance_exceeded", 
          "pps_allowance_exceeded" 
         ] 
      } 
   }
}

Windows セットアップ

Windows サーバーでは、ネットワークパフォーマンスメトリクスは、CloudWatch エージェントが既に
メトリクスを収集している Windows パフォーマンスカウンターから入手できます。そのため、Windows 
サーバーからこれらのメトリックを収集するのにプラグインは必要ありません。

次は、Windows からネットワークパフォーマンスメトリクスを収集するためのサンプル設定ファイルで
す。CloudWatch エージェント設定ファイルの編集の詳細については、「 CloudWatch エージェント設定
ファイルを手動で作成または編集する (p. 913)」を参照してください。

{ 
    "metrics": { 
        "append_dimensions": { 
            "InstanceId": "${aws:InstanceId}" 
        }, 
        "metrics_collected": { 
            "ENA Packets Shaping": { 
                "measurement": [ 
                    "Aggregate inbound BW allowance exceeded", 
                    "Aggregate outbound BW allowance exceeded", 
                    "Connection tracking allowance exceeded", 
                    "Link local packet rate allowance exceeded", 
                    "PPS allowance exceeded" 
                ], 
                "metrics_collection_interval": 60, 
                "resources": [ 
                    "*" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ネットワークパフォーマンスメトリクスの表示

ネットワークパフォーマンスメトリクスを CloudWatch にインポートした後、これらのメトリクスを時
系列グラフとして表示し、これらのメトリクスをモニターリングし、指定したしきい値に違反した場合
に通知できるアラームを作成できます。以下の手順では、ethtool メトリクスを時系列グラフとして表
示する方法を示します。アラームの設定の詳細については、「 Amazon CloudWatch でのアラームの使
用 (p. 180)」を参照してください。
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これらのメトリクスはすべて集計カウンターであるため、RATE(METRICS()) などの CloudWatch メト
リクス数学関数を使用して、これらのメトリクスのレートをグラフで計算したり、アラームを設定したり
できます。メトリクス数学関数の詳細については、「Metric Math を使用する (p. 138)」を参照してくださ
い。

ネットワークパフォーマンスメトリクスを CloudWatch コンソールに表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. エージェントによって収集されたメトリクスの名前空間を選択します。デフォルトでは、これは

CWAgent ですが、CloudWatch エージェント設定ファイルで別の名前空間を指定している場合があり
ます。

4. メトリクスのディメンション (例: インスタンス別メトリクス) を選択します。
5. [All metrics] タブには、名前空間内のそのディメンションのメトリクスがすべて表示されます。以下の

操作を行うことができます。

a. メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。すべ
てのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択します。

b. テーブルを並べ替えるには、列見出しを使用します。
c. リソースでフィルタするには、リソース ID を選択し、[Add to search] (検索に追加) を選択しま

す。
d. メトリクスでフィルターするには、メトリクス名を選択し、[Add to search] (検索に追加) を選択

します。
6. (オプション) このグラフを CloudWatch ダッシュボードに追加するには、[Actions] (アクション)、

[Add to dashboard] (ダッシュボードに追加) の順に選択します。

NVIDIA GPU メトリクスを収集する
CloudWatch エージェントを使用して、Linux サーバーから NVIDIA GPU メトリクスを収集できます。
これを設定するには、CloudWatch エージェント設定ファイルの metrics_collected セクション内に
nvidia_gpu セクションを追加します。詳細については、「Linux のセクション (p. 917)」を参照してく
ださい。

次のメトリクスを収集できます。これらのメトリクススはすべて CloudWatch Unit なしで収集されます
が、CloudWatch エージェント設定ファイルにパラメータを追加することで、各メトリクスの単位を指定
できます。詳細については、「Linux のセクション (p. 917)」を参照してください。

メトリクス CloudWatch のメトリクス名 説明

utilization_gpunvidia_smi_utilization_gpuGPU 上の 1 つ以上のカーネルが実行されていた過去の
サンプル期間における時間の割合。

temperature_gpunvidia_smi_temperature_gpuコア GPU 温度 (摂氏)。

power_draw nvidia_smi_power_draw ボード全体で最後に測定された電力消費量 (ワット)。

utilization_memorynvidia_smi_utilization_memoryグローバル (デバイス) メモリの読み取りまたは書き込
みが行われていた過去のサンプル期間における時間の
割合。

fan_speed nvidia_smi_fan_speed デバイスのファンが現在意図している最大ファン速度
に対する割合。

memory_totalnvidia_smi_memory_total レポートされた合計メモリ (MB)。

941

https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch エージェント設定ファ
イルを手動で作成または編集する

メトリクス CloudWatch のメトリクス名 説明

memory_used nvidia_smi_memory_used 使用済みメモリ (MB)。

memory_free nvidia_smi_memory_free 利用可能なメモリ (MB)。

pcie_link_gen_currentnvidia_smi_pcie_link_gen_current現在のリンク生成。

pcie_link_width_currentnvidia_smi_pcie_link_width_current現在のリンク幅。

encoder_stats_session_countnvidia_smi_encoder_stats_session_count現在のエンコーダセッション数。

encoder_stats_average_fpsnvidia_smi_encoder_stats_average_fpsエンコードフレーム/秒の移動平均。

encoder_stats_average_latencynvidia_smi_encoder_stats_average_latencyエンコードレイテンシーの移動平均 (マイクロ秒)。

clocks_current_graphicsnvidia_smi_clocks_current_graphicsグラフィックス (シェーダー) クロックの現在の周波
数。

clocks_current_smnvidia_smi_clocks_current_smStreaming Multiprocessor (SM) クロックの現在の周波
数。

clocks_current_memorynvidia_smi_clocks_current_memoryメモリクロックの現在の周波数。

clocks_current_videonvidia_smi_clocks_current_video動画 (エンコーダとデコーダ) クロックの現在の周波
数。

これらのメトリクスはすべて、次のディメンションで収集されます。

ディメンション 説明

index このサーバー上
の GPU の一意
の識別子。デバ
イスの NVIDIA 
Management 
Library (NVML) 
インデックスを
表します。

name GPU の種類。例
えば、NVIDIA 
Tesla A100 な
どです。

host サーバーホスト
名。

procstat プラグインでプロセスメトリクスを収集する
procstat プラグインでは、個別のプロセスからメトリクスを収集できます。このプラグインは、Linux サー
バーと、Windows Server 2012 以降を実行するサーバーでサポートされます。

トピック
• procstat 向けの CloudWatch エージェントの設定 (p. 943)
• Procstat で収集されるメトリクス (p. 945)
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• CloudWatch エージェントによってインポートされたプロセスメトリクスの表示 (p. 953)

procstat 向けの CloudWatch エージェントの設定

procstat プラグインを使用するには、CloudWatch エージェント設定ファイルの procstat セクションに
metrics_collected セクションを追加します。モニターリングするプロセスを指定するには 3 つの方法
があります。これらの方法のうち使用できるのは 1 つのみですが、この 1 つの方法を使用して複数のプロ
セスを指定してモニターリングできます。

• pid_file: 作成するプロセス識別番号 (PID) ファイルの名前でプロセスを選択します。
• exe: 正規表現の照合ルールを使用して、指定した文字列と一致するプロセス名のプロセスを

選択します。一致は「含む」一致です。つまり、一致する用語として agent を指定した場
合、cloudwatchagent のような名前を持つプロセスは、その用語に一致します。詳細については、
「Syntax」を参照してください。

• pattern: プロセスの起動に使用するコマンドラインでプロセスを選択します。正規表現の照合ルール
を使用して指定した文字列と一致するコマンドラインを持つすべてのプロセスが選択されます。コマン
ドで使用されるパラメータやオプションを含むコマンドライン全体が確認されます。

一致は「含む」一致です。つまり、一致する用語として -c を指定した場合、-config のようなパラ
メータを持つプロセスは、その用語に一致します。

以上の複数のセクションを含めた場合でも、CloudWatch エージェントで使用される方法は 1 つのみで
す。複数のセクションを指定すると、CloudWatch エージェントは pid_file セクションを使用します 
(ある場合)。これが存在しない場合は、exe セクションを使用します。

Linux サーバーの場合、exe セクションまたは pattern セクションで指定した文字列は正規表現として評
価されます。Windows Server を実行するサーバーの場合、これらの文字列は WMI クエリとして評価され
ます。文字列の例は pattern: "%apache%" などです。詳細については、「LIKE Operator」を参照して
ください。

どの方法を使用する場合でも、省略可能な metrics_collection_interval パラメータを含めること
ができます。このパラメータは、これらのメトリクスを収集する間隔を秒単位で指定します。このパラ
メータを省略すると、デフォルト値の 60 秒が使用されます。

以下のセクションの例では、procstat セクションのみをエージェント設定ファイルの
metrics_collected セクションに追加しています。実際の設定ファイルでは、他のセクションも
metrics_collected に追加できます。詳細については、「 CloudWatch エージェント設定ファイルを手
動で作成または編集する (p. 913)」を参照してください。

pid_file による設定

次の例の procstat セクションでは、PID ファイルの example1.pid および example2.pid の作成プ
ロセスをモニターリングします。プロセスごとに異なるメトリクスが収集されます。example2.pid の作
成プロセスからのメトリクスは、10 秒間隔で収集されます。example1.pid プロセスからのメトリクス
は、デフォルト値の 60 秒間隔で収集されます。

{ 
    "metrics": { 
        "metrics_collected": { 
            "procstat": [ 
                { 
                    "pid_file": "/var/run/example1.pid", 
                    "measurement": [ 
                        "cpu_usage", 
                        "memory_rss" 
                    ] 
                }, 
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                { 
                    "pid_file": "/var/run/example2.pid", 
                    "measurement": [ 
                        "read_bytes", 
                        "read_count", 
                        "write_bytes" 
                    ], 
                    "metrics_collection_interval": 10 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

exe による設定

次の例の procstat セクションでは、文字列の agent または plugin と一致する名前を持つすべてのプ
ロセスをモニターリングします。各プロセスから同じメトリクスが収集されます。

{ 
    "metrics": { 
        "metrics_collected": { 
            "procstat": [ 
                { 
                    "exe": "agent", 
                    "measurement": [ 
                        "cpu_time", 
                        "cpu_time_system", 
                        "cpu_time_user" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "exe": "plugin", 
                    "measurement": [ 
                        "cpu_time", 
                        "cpu_time_system", 
                        "cpu_time_user" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

pattern による設定

次の例の procstat セクションでは、文字列の config または -c と一致するコマンドラインを持つすべ
てのプロセスをモニターリングします。各プロセスから同じメトリクスが収集されます。

{ 
    "metrics": { 
        "metrics_collected": { 
            "procstat": [ 
                { 
                    "pattern": "config", 
                    "measurement": [ 
                        "rlimit_memory_data_hard", 
                        "rlimit_memory_data_soft", 
                        "rlimit_memory_stack_hard", 
                        "rlimit_memory_stack_soft" 
                    ] 
                }, 
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                { 
                    "pattern": "-c", 
                    "measurement": [ 
                        "rlimit_memory_data_hard", 
                        "rlimit_memory_data_soft", 
                        "rlimit_memory_stack_hard", 
                        "rlimit_memory_stack_soft" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
}

Procstat で収集されるメトリクス

次の表は、procstat プラグインで収集できるメトリクスの一覧です。

CloudWatch エージェントは、以下のメトリクス名の先頭に procstat を追加します。収集元が Linux 
サーバーであるか、Windows Server を実行するサーバーであるかに応じて構文は異なります。たとえ
ば、cpu_time メトリクスは、収集元が Linux である場合は procstat_cpu_time と表示され、収集元
が Windows Server である場合は procstat cpu_time と表示されます。

メトリクス名 次で利用可能 説明

cpu_time Linux プロセスで CPU 
を使用する時
間。このメトリ
クスは、1/100 
秒単位で測定さ
れます。

単位: 個

cpu_time_guest Linux プロセスがゲス
トモードになっ
ている時間で
す。このメトリ
クスは、1/100 
秒単位で測定さ
れます。

タイプ: 浮動小数
点

単位: なし

cpu_time_guest_nice Linux プロセスが nice 
ゲストで実行さ
れている時間で
す。このメトリ
クスは、1/100 
秒単位で測定さ
れます。

タイプ: 浮動小数
点

単位: なし
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メトリクス名 次で利用可能 説明

cpu_time_idle Linux プロセスがアイ
ドルモードに
なっている時間
です。このメト
リクスは、1/100 
秒単位で測定さ
れます。

タイプ: 浮動小数
点

単位: なし

cpu_time_iowait Linux プロセスが I/O 
操作の完了を待
機している時間
です。このメト
リクスは、1/100 
秒単位で測定さ
れます。

タイプ: 浮動小数
点

単位: なし

cpu_time_irq Linux プロセスが中断
を処理してい
る時間です。
このメトリクス
は、1/100 秒単
位で測定されま
す。

タイプ: 浮動小数
点

単位: なし

cpu_time_nice Linux プロセスが nice 
モードになって
いる時間です。
このメトリクス
は、1/100 秒単
位で測定されま
す。

タイプ: 浮動小数
点

単位: なし
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メトリクス名 次で利用可能 説明

cpu_time_soft_irq Linux プロセスがソフ
トウェアの中
断を処理して
いる時間です。
このメトリクス
は、1/100 秒単
位で測定されま
す。

タイプ: 浮動小数
点

単位: なし

cpu_time_steal Linux 仮想化環境で実
行中に、他の
オペレーティ
ングシステムで
の実行に費やさ
れる時間です。
このメトリクス
は、1/100 秒単
位で測定されま
す。

タイプ: 浮動小数
点

単位: なし

cpu_time_stolen Linux、Windows Server プロセスが盗ま
れた時間になっ
ている時間で
す。これは、仮
想化環境で他の
オペレーティン
グシステムに費
やされる時間で
す。このメトリ
クスは、1/100 
秒単位で測定さ
れます。

タイプ: 浮動小数
点

単位: なし
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メトリクス名 次で利用可能 説明

cpu_time_system Linux、Windows Server、macOS プロセスがシス
テムモードに
なっている時
間。このメトリ
クスは、1/100 
秒単位で測定さ
れます。

タイプ: 浮動小数
点

単位: カウント

cpu_time_user Linux、Windows Server、macOS プロセスがユー
ザーモードに
なっている時
間。このメトリ
クスは、1/100 
秒単位で測定さ
れます。

単位: カウント

cpu_usage Linux、Windows Server、macOS 任意の容量でプ
ロセスがアク
ティブになっ
ている時間の割
合。

単位: パーセント

memory_data Linux、macOS プロセスで使用
するデータ用メ
モリの量。

単位: バイト

memory_locked Linux、macOS プロセスでロッ
クされているメ
モリの量。

単位: バイト

memory_rss Linux、Windows Server、macOS プロセスが使用
している実際の
メモリ (常駐セッ
ト) の量。

単位: バイト

memory_stack Linux、macOS プロセスで使用
されているス
タックメモリの
量。

単位: バイト
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メトリクス名 次で利用可能 説明

memory_swap Linux、macOS プロセスで使用
されているス
ワップメモリの
量。

単位: バイト

memory_vms Linux、Windows Server、macOS プロセスで使用
されている仮想
メモリの量。

単位: バイト

num_fds Linux このプロセスが
開いているファ
イルディスクリ
プタの数です。

単位: なし

num_threads Linux、Windows、macOS このプロセス内
におけるスレッ
ドの数です。

単位: なし

pid Linux、Windows Server、macOS プロセス識別子 
(ID)。

単位: なし

pid_count Linux、Windows Server、macOS プロセスに関連
付けられたプロ
セス ID の数。

このメトリク
スのフルネー
ムは、Linux 
サーバーおよ
び macOS コン
ピュータでは
procstat_lookup_pid_count、Windows 
サーバーでは
procstat_lookup 
pid_count で
す。

単位: なし

read_bytes Linux、Windows Server プロセスがディ
スクから読み
取ったバイト
数。

単位: バイト
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メトリクス名 次で利用可能 説明

write_bytes Linux、Windows Server プロセスがディ
スクに書き込ん
だバイト数。

単位: バイト

read_count Linux、Windows Server プロセスが実行
したディスク読
み込みオペレー
ションの数。

単位: なし

rlimit_realtime_priority_hardLinux このプロセスに
設定できる最大
リアルタイム優
先度のハード制
限です。

単位: なし

rlimit_realtime_priority_softLinux このプロセスに
設定できる最大
リアルタイム優
先度のソフト制
限です。

単位: なし

rlimit_signals_pending_hard Linux このプロセスで
キューに入れら
れる最大シグナ
ル数のハード制
限です。

単位: なし

rlimit_signals_pending_soft Linux このプロセスで
キューに入れら
れる最大シグナ
ル数のソフト制
限です。

単位: なし

rlimit_nice_priority_hard Linux このプロセスで
設定できる最
大 nice 優先度
のハード制限で
す。

単位: なし
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メトリクス名 次で利用可能 説明

rlimit_nice_priority_soft Linux このプロセスで
設定できる最大 
nice 優先度のソ
フト制限です。

単位: なし

rlimit_num_fds_hard Linux このプロセスが
開くことができ
るファイルディ
スクリプタの最
大数のハード制
限です。

単位: なし

rlimit_num_fds_soft Linux このプロセスが
開くことができ
るファイルディ
スクリプタの最
大数のソフト制
限です。

単位: なし

write_count Linux、Windows Server プロセスが実行
したディスク書
き込みオペレー
ションの数。

単位: なし

involuntary_context_switches Linux プロセスのコン
テキストが意図
せずに切り替え
られた回数。

単位: なし

voluntary_context_switches Linux プロセスのコン
テキストが意図
的に切り替えら
れた回数。

単位: なし

realtime_priority Linux プロセスで現在
使用されている
リアルタイム優
先度。

単位: なし
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メトリクス名 次で利用可能 説明

nice_priority Linux プロセスで現在
使用されている 
nice 優先度。

単位: なし

signals_pending Linux プロセスによる
処理待ち中のシ
グナルの数。

単位: なし

rlimit_cpu_time_hard Linux プロセスの CPU 
時間のハードリ
ソース制限。

単位: なし

rlimit_cpu_time_soft Linux プロセスの CPU 
時間のソフトリ
ソース制限。

単位: なし

rlimit_file_locks_hard Linux プロセスのファ
イルロックの
ハードリソース
制限。

単位: なし

rlimit_file_locks_soft Linux プロセスのファ
イルロックのソ
フトリソース制
限。

単位: なし

rlimit_memory_data_hard Linux プロセスのデー
タ用メモリに
関するハードリ
ソース制限。

単位: バイト

rlimit_memory_data_soft Linux プロセスのデー
タ用メモリに
関するソフトリ
ソース制限。

単位: バイト

rlimit_memory_locked_hard Linux プロセスのロッ
クされたメモリ
に関するハード
リソース制限。

単位: バイト
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メトリクス名 次で利用可能 説明

rlimit_memory_locked_soft Linux プロセスのロッ
クされたメモリ
に関するソフト
リソース制限。

単位: バイト

rlimit_memory_rss_hard Linux プロセスの物理
メモリに関する
ハードリソース
制限。

単位: バイト

rlimit_memory_rss_soft Linux プロセスの物理
メモリに関する
ソフトリソース
制限。

単位: バイト

rlimit_memory_stack_hard Linux プロセススタッ
クに関するハー
ドリソース制
限。

単位: バイト

rlimit_memory_stack_soft Linux プロセススタッ
クに関するソ
フトリソース制
限。

単位: バイト

rlimit_memory_vms_hard Linux プロセスの仮想
メモリに関する
ハードリソース
制限。

単位: バイト

rlimit_memory_vms_soft Linux プロセスの仮想
メモリに関する
ソフトリソース
制限。

単位: バイト

CloudWatch エージェントによってインポートされたプロセスメトリクスの表示

プロセスメトリクスを CloudWatch にインポートした後、これらのメトリクスを時系列グラフとして表示
し、これらのメトリクスをモニターリングし、指定したしきい値に違反した場合に通知できるアラームを
作成できます。以下の手順では、プロセスメトリクスを時系列グラフとして表示する方法を示します。ア
ラームの設定の詳細については、「 Amazon CloudWatch でのアラームの使用 (p. 180)」を参照してくだ
さい。

953



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch エージェント設定ファ
イルを手動で作成または編集する

CloudWatch コンソールでプロセスメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. エージェントによって収集されたメトリクスの名前空間を選択します。デフォルトでは、これは

CWAgent ですが、CloudWatch エージェント設定ファイルで別の名前空間を指定している場合があり
ます。

4. メトリクスのディメンション (例: インスタンス別メトリクス) を選択します。
5. [All metrics] タブには、名前空間内のそのディメンションのメトリクスがすべて表示されます。以下の

操作を行うことができます。

a. メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。すべ
てのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択します。

b. テーブルを並べ替えるには、列見出しを使用します。
c. リソースでフィルタするには、リソース ID を選択し、[Add to search] を選択します。
d. メトリクスでフィルタするには、メトリクスの名前を選択し、[Add to search] を選択します。

6. (オプション) このグラフを CloudWatch ダッシュボードに追加するには、[Actions] (アクション)、
[Add to dashboard] (ダッシュボードに追加) の順に選択します。

StatsD を使用してカスタムメトリクスを取得する
CloudWatch エージェントで StatsD プロトコルを使用することで、アプリケーションやサービスから追
加のカスタムメトリクスを取得できます。StatsDは、さまざまなアプリケーションからメトリクスを収集
できる一般的なオープンソースソリューションです。StatsD は、独自のメトリクスを計測する場合に特に
便利です。CloudWatch エージェントと StatsD を一緒に使用する例については、「Amazon CloudWatch 
エージェントを使用してカスタムアプリケーションメトリクスをより効率的にモニターリングする方法」
を参照してください。

StatsD は、Linux サーバーと、Windows Server を実行するサーバーの両方でサポートされま
す。CloudWatch では、次の StatsD 形式がサポートされています。

MetricName:value|type|@sample_rate|#tag1: 
   value,tag1...

• MetricName – コロン、バー、# 文字、または @ 文字を含まない文字列。
• value – これは整数または浮動小数点のいずれかです。
• type – カウンターには c、ゲージには g、タイマーには ms、ヒストグラムには h、セットには s を指

定します。
• sample_rate – (オプション) 0 から 1 の間の浮動小数点数 (0 と 1 を含む)。カウンター、ヒストグラ

ム、およびタイマーメトリクスに対してのみ使用します。デフォルト値は 1 (時間の 100% サンプリン
グ) です。

• tags – (オプション) タグのカンマ区切りリスト。StatsD タグは CloudWatch のディメンションと似て
います。キー/値タグにはコロンを使用します、例 env:prod。

この形式に従う任意の StatsD クライアントを使用して、CloudWatch エージェントにメトリクスを送信
することができます。一部の利用可能な StatsD クライアントの詳細については、「GitHub の StatsD ク
ライアントページ」を参照してください。

これらのカスタムメトリクスを収集するには、"statsd": {} 行をエージェント設定ファイルの
metrics_collected セクションに追加します。この行を手動で追加することができます。設定ファイ
ルの作成にウィザードを使用する場合は、自動的に設定されます。詳細については、「CloudWatch エー
ジェント設定ファイルを作成する (p. 908)」を参照してください。
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StatsD のデフォルト設定は、ほとんどのユーザーに有効です。また、必要に応じてエージェント設定
ファイルの [statsd] セクションに追加できる 4 つのオプションフィールドがあります。

• service_address – CloudWatch エージェントがリッスンする必要のあるサービスアドレス。形式
は ip:port です。IP アドレスを省略すると、エージェントは使用可能なすべてのインターフェイスを
リッスンします。UDP 形式のみがサポートされているため、UDP プレフィックスを指定する必要はあ
りません。

デフォルト値は、「:8125」です。
• metrics_collection_interval – StatsD プラグインが実行され、メトリクスを収集する秒単位の

頻度。デフォルト値は 10 秒です。範囲は 1～172,000 です。
• metrics_aggregation_interval – CloudWatch がメトリクスを 1 つのデータポイントに集約する

秒単位の頻度。デフォルト値は 60 秒です。

例えば、metrics_collection_interval が 10 で metrics_aggregation_interval が 60 の場
合、CloudWatch は 10 秒ごとにデータを収集します。1 分ごとに、その 1 分間に読み取った 6 つのデー
タ読み取り値が 1 つのデータポイントに集約され、それが CloudWatch に送信されます。

範囲は 0～172,000 です。metrics_aggregation_interval を 0 に設定すると、StatsD メトリク
スの集計が無効になります。

• allowed_pending_messages — キューに入れることができる UDP メッセージの数です。キューが
フルになると、StatsD サーバーはパケットのドロップを開始します。デフォルト値は 10000 です。

次に示すのは、デフォルトポートとカスタム収集および集約間隔を使用した、エージェント設定ファイル
の [statsd] セクションの例です。

{ 
   "metrics":{ 
      "metrics_collected":{ 
         "statsd":{ 
            "service_address":":8125", 
            "metrics_collection_interval":60, 
            "metrics_aggregation_interval":300 
         } 
      } 
   }
}

CloudWatch エージェントによってインポートされた StatsD メトリクスの表示

StatsD メトリクスを CloudWatch にインポートした後、これらのメトリクスを時系列グラフとして表示
し、これらのメトリクスをモニターリングし、指定したしきい値に違反した場合に通知できるアラームを
作成できます。以下の手順では、StatsD メトリクスを時系列グラフとして表示する方法を示します。ア
ラームの設定の詳細については、「 Amazon CloudWatch でのアラームの使用 (p. 180)」を参照してくだ
さい。

CloudWatch コンソールで StatsD メトリクスを表示する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. エージェントによって収集されたメトリクスの名前空間を選択します。デフォルトでは、これは

CWAgent ですが、CloudWatch エージェント設定ファイルで別の名前空間を指定している場合があり
ます。

4. メトリクスのディメンション (例: インスタンス別メトリクス) を選択します。
5. [All metrics] タブには、名前空間内のそのディメンションのメトリクスがすべて表示されます。以下の

操作を行うことができます。
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a. メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。すべ
てのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択します。

b. テーブルを並べ替えるには、列見出しを使用します。
c. リソースでフィルタするには、リソース ID を選択し、[Add to search] を選択します。
d. メトリクスでフィルタするには、メトリクスの名前を選択し、[Add to search] を選択します。

6. (オプション) このグラフを CloudWatch ダッシュボードに追加するには、[Actions] (アクション)、
[Add to dashboard] (ダッシュボードに追加) の順に選択します。

collectd を使用してカスタムメトリクスを取得する
CloudWatch エージェントで collectd プロトコルを使用することで、アプリケーションやサービスか
ら追加のメトリクスを取得できます。collectd プロトコルは Linux サーバーでのみサポートされていま
す。collectd は、さまざまなアプリケーションのシステム統計を収集できるプラグインを備えた、一般的
なオープンソースソリューションです。CloudWatch エージェントが既に収集できるシステムメトリクス
と collectd からの追加のメトリクスを組み合わせることで、システムやアプリケーションのモニターリン
グ、分析、トラブルシューティングを強化できます。collectd の詳細については、「collectd - The system 
statistics collection daemon」を参照してください。

collectd ソフトウェアを使用して CloudWatch エージェントにメトリクスを送信します。collectd メトリク
スでは、CloudWatch エージェントはサーバーとして機能するのに対し、collectd プラグインはクライアン
トとして機能します。

collectd ソフトウェアは、すべてのサーバーに自動的にインストールされるわけではありません。Amazon 
Linux 2 を実行するサーバーで、次の手順に従って collectd をインストールします。

sudo amazon-linux-extras install collectd

他のシステムに collectd をインストールする方法については、collectd の ダウンロードページを参照して
ください。

これらのカスタムメトリクスを収集するには、["collectd": {}] 行をエージェント設定ファイルの 
[metrics_collected] セクションに追加します。この行を手動で追加することができます。設定ファイルの作
成にウィザードを使用する場合は、自動的に設定されます。詳細については、「CloudWatch エージェン
ト設定ファイルを作成する (p. 908)」を参照してください。

オプションパラメータも使用可能です。collectd を使用していて [collectd_auth_file] として /etc/
collectd/auth_file を使用しない場合は、これらのオプションのいくつかを設定する必要がありま
す。

• service_address: CloudWatch エージェントが聞く必要のあるサービスアドレス。形式は
"udp://ip:port です。デフォルトは udp://127.0.0.1:25826 です。

• name_prefix: 各 collectd メトリクスの名前の先頭にアタッチするプレフィックスです。デフォルトは
collectd_ です。最大長は 255 文字です。

• collectd_security_level: ネットワーク通信のセキュリティレベルを設定します。デフォルトは [encrypt] 
です。

[encrypt] は、暗号化されたデータのみが受け入れられることを指定します。[sign] は、署名され暗号化
されたデータのみが受け入れられることを指定します。[none] は、すべてのデータが受け入れられるこ
とを指定します。[collectd_auth_file] の値を指定すると、暗号化されたデータは可能であれば復号されま
す。

詳細については、collectd Wiki の「クライアント設定」および「可能なインタラクション」を参照して
ください。

• collectd_auth_file: ユーザー名がパスワードにマッピングされるファイルを設定します。これらのパス
ワードは、署名の検証と暗号化されたネットワークパケットの復号に使用されます。指定された場合、
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署名されたデータが検証され、暗号化されたパケットが復号されます。それ以外の場合は、署名され
たデータは署名をチェックすることなく受け入れられ、暗号化されたデータを復号することはできませ
ん。

デフォルトは /etc/collectd/auth_file です。

[collectd_security_level] が [none] に設定されている場合、これはオプションです。
[collectd_security_level] を encrypt または [sign] に設定した場合は、[collectd_auth_file] を指定する必
要があります。

auth ファイルの形式は、各行はユーザー名とそれに続くコロン、さらに任意の数のスペースとそれに続
くパスワードの構成です。次に例を示します。

user1: user1_password

user2: user2_password
• collectd_typesdb: データセットの説明を含む 1 つ以上のファイルのリストです。リストにエント

リが 1 つしかない場合でも、リストは角括弧で囲まれている必要があります。リストの各エント
リは二重引用符で囲む必要があります。複数のエントリがある場合は、カンマで区切ります Linux 
サーバーのデフォルトは ["/usr/share/collectd/types.db"] です。macOS コンピュータ
のデフォルトは、collectd のバージョンによって異なります。例えば、["/usr/local/Cellar/
collectd/5.12.0/share/collectd/types.db"] です。

詳細については、「」を参照してくださいhttps://collectd.org/documentation/manpages/types.db.5.shtml
• metrics_aggregation_interval: CloudWatch がメトリクスを 1 つのデータポイントに集約する秒単位の頻

度。デフォルト値は 60 秒です。範囲は 0 ～ 172,000 です。0 に設定すると、collectd メトリクスの集計
が無効になります。

エージェント設定ファイルの collectd セクションの例を次に示します。

{ 
   "metrics":{ 
      "metrics_collected":{ 
         "collectd":{ 
            "name_prefix":"My_collectd_metrics_", 
            "metrics_aggregation_interval":120 
         } 
      } 
   }
}

CloudWatch エージェントによってインポートされた collectd メトリクスの表示

collectd メトリクスを CloudWatch にインポートした後、これらのメトリクスを時系列グラフとして表示
し、これらのメトリクスをモニターリングし、指定したしきい値に違反した場合に通知できるアラームを
作成できます。以下の手順では、collectd メトリクスを時系列グラフとして表示する方法を示します。ア
ラームの設定の詳細については、「 Amazon CloudWatch でのアラームの使用 (p. 180)」を参照してくだ
さい。

CloudWatch コンソールで collectd メトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. エージェントによって収集されたメトリクスの名前空間を選択します。デフォルトでは、これは

CWAgent ですが、CloudWatch エージェント設定ファイルで別の名前空間を指定している場合があり
ます。

4. メトリクスのディメンション (例: インスタンス別メトリクス) を選択します。
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5. [All metrics] タブには、名前空間内のそのディメンションのメトリクスがすべて表示されます。以下の
操作を行うことができます。

a. メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。すべ
てのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択します。

b. テーブルを並べ替えるには、列見出しを使用します。
c. リソースでフィルタするには、リソース ID を選択し、[Add to search] を選択します。
d. メトリクスでフィルタするには、メトリクスの名前を選択し、[Add to search] を選択します。

6. (オプション) このグラフを CloudWatch ダッシュボードに追加するには、[Actions] (アクション)、
[Add to dashboard] (ダッシュボードに追加) の順に選択します。

Amazon EC2 インスタンスでの Prometheus メトリクスコレク
ションのセットアップと設定
次のセクションでは、EC2 インスタンスに Prometheus モニターリングを使用して CloudWatch エージェ
ントをインストールする方法と、追加のターゲットをスクレイプするようにエージェントを設定する方法
について説明します。また、Prometheus モニターリングでのテストに使用するサンプルワークロードを
設定するためのオチュートリアルも提供します。

CloudWatch エージェントがサポートするオペレーティングシステムについては、「CloudWatch エー
ジェントを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーからメトリクスとログを収集す
る (p. 866)」を参照してください。

VPC セキュリティグループの要件

VPC を使用している場合は、次の要件が適用されます。

• Prometheus ワークロードのセキュリティグループの受信ルールでは、Prometheus のメトリクスをプラ
イベート IP でスクレイピングするために、CloudWatch エージェントへの Prometheus ポートを開く必
要があります。

• CloudWatch エージェントのセキュリティグループの出力ルールでは、CloudWatch エージェントがプラ
イベート IP によって Prometheus ワークロードのポートに接続できるようにする必要があります。

トピック
• ステップ 1: CloudWatch エージェントをインストールする (p. 958)
• ステップ 2: Prometheus ソースとインポートメトリクスをスクレイプする (p. 958)
• 例: Prometheus メトリクステスト用に Java/JMX サンプルワークロードを設定する (p. 962)

ステップ 1: CloudWatch エージェントをインストールする

最初のステップは、EC2 インスタンスに CloudWatch エージェントをインストールすることです。手順に
ついては、「CloudWatch エージェントのインストール (p. 867)」を参照してください。

ステップ 2: Prometheus ソースとインポートメトリクスをスクレイプする

Prometheus モニターリングを使用した CloudWatch エージェントは、Prometheus メトリクスをスクレイ
プするために 2 つの設定が必要です。1 つは標準の Prometheus 設定用で、Prometheus ドキュメントの
「<scrape_config>」に記載されています。もう 1 つは CloudWatch エージェント設定用です。

Prometheus スクレイプ設定

この CloudWatch エージェントは、Prometheus のドキュメントの「<scrape_config>」に記載されてい
るように、標準の Prometheus スクレイプ設定をサポートしています。このセクションを編集して、この
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ファイルに既に含まれている設定を更新したり、Prometheus スクレイピングターゲットを追加したりで
きます。サンプル設定ファイルに次のグローバル設定行が含まれています。

PS C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent> cat prometheus.yaml
global: 
  scrape_interval: 1m 
  scrape_timeout: 10s
scrape_configs:
- job_name: MY_JOB 
  sample_limit: 10000 
  file_sd_configs: 
    - files: ["C:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\\prometheus_sd_1.yaml", "C:\
\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\\prometheus_sd_2.yaml"]

global セクションでは、すべての設定コンテキストで有効なパラメータを指定します。また、これらは
他の設定セクションのデフォルトとしても機能します。これには以下のパラメータが含まれています。

• scrape_interval – ターゲットをスクレイプする頻度を定義します。
• scrape_timeout – スクレイプリクエストがタイムアウトするまでの待機時間を定義します。

scrape_configs セクションでは、ターゲットとパラメータのセットを指定し、それらをスクレイプす
る方法を定義します。これには以下のパラメータが含まれています。

• job_name – デフォルトでスクレイプされたメトリクスに割り当てられたジョブ名。
• sample_limit – スクレイプごとに受け入れられるスクレイプされたサンプルの数の制限。
• file_sd_configs – ファイルサービスの検出設定のリスト。これは、ゼロ個以上の静的設定のリスト

を含むファイルのセットを読み取ります。file_sd_configs セクションには、ターゲットグループの
抽出元となるファイルのパターンを定義する files パラメータが含まれています。

CloudWatch エージェントは、次のサービス検出設定タイプをサポートします。

static_config ターゲットのリストと、それらに共通のラベルセットを指定できます。これは、スクレ
イプ設定で静的ターゲットを指定するための標準的な方法です。

以下に、ローカルホストから Prometheus メトリクスをスクレーピングするための静的設定の例を示しま
す。エージェントが実行されているサーバーに対して Prometheus ポートが開いている場合は、メトリク
スを他のサーバーからスクレイプすることもできます。

PS C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent> cat prometheus_sd_1.yaml
- targets: 
    - 127.0.0.1:9404 
  labels: 
    key1: value1 
    key2: value2

この例には、以下のキー要素が含まれています。

• targets – 静的設定によってスクレイプされたターゲット。
• labels – ターゲットからスクレイプされたすべてのメトリクスに割り当てられたラベル。

ec2_sd_config Amazon EC2 インスタンスからスクレイプターゲットを取得できます。EC2 インス
タンスのリストから Prometheus メトリクスをスクレイプするサンプル ec2_sd_config を次に示しま
す。これらのインスタンスの Prometheus ポートは、CloudWatch エージェントが実行されているサー
バーに対して開く必要があります。CloudWatch エージェントが実行される EC2 インスタンスの IAM 
ロールには、ec2:DescribeInstance アクセス許可を含める必要があります。例えば、管理ポリシー
AmazonEC2ReadOnlyAccess を CloudWatch エージェントを実行するインスタンスにアタッチできます。
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PS C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent> cat prometheus.yaml
global: 
  scrape_interval: 1m 
  scrape_timeout: 10s
scrape_configs: 
  - job_name: MY_JOB 
    sample_limit: 10000 
    ec2_sd_configs: 
      - region: us-east-1 
        port: 9404 
        filters: 
          - name: instance-id 
            values: 
              - i-98765432109876543 
              - i-12345678901234567

この例には、以下のキー要素が含まれています。

• region — ターゲット EC2 インスタンスがある AWS リージョン。これを空白のままにすると、インス
タンスメタデータのリージョンが使用されます。

• port – メトリクスをスクレイプするポート。
• filters – インスタンスリストのフィルタリングに使用するオプションのフィルター。この例で

は、EC2 インスタンス ID に基づいてフィルタリングします。フィルタリングできるその他の条件につ
いては、「DescribeInstances」を参照してください。

Prometheus の CloudWatch エージェント設定

CloudWatch エージェント設定ファイルには、prometheus と logs の両方の metrics_collected セ
クションが含まれています。それには次のパラメータが含まれます。

• cluster_name – ログイベントのラベルとして追加されるクラスター名を指定します。このフィールドは
オプションです。

• log_group_name – スクレイプされた Prometheus メトリクスのロググループ名を指定します。
• prometheus_config_path – Prometheus スクレイプ設定ファイルパスを指定します。
• emf_processor – 埋め込みメトリクス形式のプロセッサ設定を指定します。埋め込みメトリックフォー

マットの詳細については、「CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットを使用して高カーディナリ
ティログを取り込み、メトリクスを生成する (p. 995)」を参照してください。

emf_processor セクションには、次のパラメータを含めることができます。
• metric_declaration_dedup – trueに設定すると、埋め込まれたメトリクスフォーマットメトリクスの重

複除外機能が有効になります。
• metric_namespace – 出力される CloudWatch メトリクスのメトリクス名前空間を指定します。
• metric_unit – メートルの name:metric 単位マップを指定します。サポートされているメトリクス単位

の詳細については、「MetricDatum」を参照してください。
• metric_declaration – 生成されるメトリクス形式が埋め込まれたログの配列を指定するセクショ

ンです。CloudWatch エージェントがインポートする各 Prometheus ソースには、デフォルトで
metric_declaration セクションがあります。これらの各セクションには、次のフィールドが含ま
れています。
• source_labels は、label_matcher 行によってチェックされるラベルの値を指定します。
• label_matcher は、 に表示されているラベルの値をチェックする正規表現で

す。source_labels一致するメトリクスは、CloudWatch に送信される埋め込みメトリクス形式に
含めることができます。

• metric_selectors は、収集され、CloudWatch に送信されるメトリクスを指定する正規表現で
す。
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• dimensions は、選択した各メトリクスの CloudWatch ディメンションとして使用されるラベルの
リストです。

以下に、Prometheus の CloudWatch エージェントの設定例を示します。

{ 
   "logs":{ 
      "metrics_collected":{ 
         "prometheus":{ 
            "cluster_name":"prometheus-cluster", 
            "log_group_name":"Prometheus", 
            "prometheus_config_path":"C:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\
\prometheus.yaml", 
            "emf_processor":{ 
               "metric_declaration_dedup":true, 
               "metric_namespace":"CWAgent-Prometheus", 
               "metric_unit":{ 
                  "jvm_threads_current": "Count", 
                  "jvm_gc_collection_seconds_sum": "Milliseconds" 
               }, 
               "metric_declaration":[ 
                  { 
                     "source_labels":[ 
                        "job", "key2" 
                     ], 
                     "label_matcher":"MY_JOB;^value2", 
                     "dimensions":[ 
                        [ 
                           "key1", "key2" 
                        ], 
                        [ 
                           "key2" 
                        ] 
                     ], 
                     "metric_selectors":[ 
                        "^jvm_threads_current$", 
                        "^jvm_gc_collection_seconds_sum$" 
                     ] 
                  } 
               ] 
            } 
         } 
      } 
   }
}

前の例では、次の条件が満たされた場合にログイベントとして送信される埋め込みメトリクス形式セク
ションを設定します。

• job ラベルの値は MY_JOB です
• key2 ラベルの値は value2 です
• Prometheus メトリクス jvm_threads_current および jvm_gc_collection_seconds_sum に

は、job ラベルおよび key2 ラベルの両方が含まれます。

送信されるログイベントには、次の強調表示されたセクションが含まれます。

{ 
    "CloudWatchMetrics": [ 
        { 
            "Metrics": [ 
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                { 
                    "Unit": "Count", 
                    "Name": "jvm_threads_current" 
                }, 
                { 
                    "Unit": "Milliseconds", 
                    "Name": "jvm_gc_collection_seconds_sum" 
                } 
            ], 
            "Dimensions": [ 
                [ 
                    "key1", 
                    "key2" 
                ], 
                [ 
                    "key2" 
                ] 
            ], 
            "Namespace": "CWAgent-Prometheus" 
        } 
    ],
    "ClusterName": "prometheus-cluster", 
    "InstanceId": "i-0e45bd06f196096c8", 
    "Timestamp": "1607966368109", 
    "Version": "0", 
    "host": "EC2AMAZ-PDDOIUM", 
    "instance": "127.0.0.1:9404", 
    "jvm_threads_current": 2, 
    "jvm_gc_collection_seconds_sum": 0.006000000000000002, 
    "prom_metric_type": "gauge", 
    ...
}

例: Prometheus メトリクステスト用に Java/JMX サンプルワークロードを設定す
る
JMX Exporter は、Prometheus メトリクスとして JMX mBeans をスクレイプおよび公開できる公式の 
Prometheus エクスポーターです。詳細については、prometheus/jmx_exporter を参照してください。

CloudWatch エージェントは、EC2 インスタンスの JMX Exporter から Java 仮想マシン 
(JVM)、Hjava、Tomcat (Catalina) から事前定義された Prometheus メトリクスを収集できます。

ステップ 1: CloudWatch エージェントをインストールする

最初のステップは、EC2 インスタンスに CloudWatch エージェントをインストールすることです。手順に
ついては、「CloudWatch エージェントのインストール (p. 867)」を参照してください。

ステップ 2: Java/JMX ワークロードを開始する

次のステップは、Java/JMX ワークロードを開始することです。

まず、次の場所から最新の JMX Exporter の jar ファイルをダウンロードします: prometheus/
jmx_exporter。

サンプルアプリケーションに jar を使用する

次のセクションのコマンド例では、SampleJavaApplication-1.0-SNAPSHOT.jar を jar ファイルと
して使用します。コマンドのこれらの部分をアプリケーションの jar に置き換えます。

JMX Exporter 設定ファイルを準備する

config.yaml ファイルは JMX Exporter 設定ファイルです。詳細については、JMX Exporter ドキュメン
トの「設定」を参照してください。

962

https://github.com/prometheus/jmx_exporter
https://github.com/prometheus/jmx_exporter
https://github.com/prometheus/jmx_exporter
https://github.com/prometheus/jmx_exporter#Configuration


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch エージェント設定ファ
イルを手動で作成または編集する

Java と Tomcat の設定のサンプルを次に示します。

---
lowercaseOutputName: true
lowercaseOutputLabelNames: true

rules:
- pattern: 'java.lang<type=OperatingSystem><>(FreePhysicalMemorySize|
TotalPhysicalMemorySize|FreeSwapSpaceSize|TotalSwapSpaceSize|SystemCpuLoad|ProcessCpuLoad|
OpenFileDescriptorCount|AvailableProcessors)' 
  name: java_lang_OperatingSystem_$1 
  type: GAUGE

- pattern: 'java.lang<type=Threading><>(TotalStartedThreadCount|ThreadCount)' 
  name: java_lang_threading_$1 
  type: GAUGE

- pattern: 'Catalina<type=GlobalRequestProcessor, name=\"(\w+-\w+)-(\d+)\"><>(\w+)' 
  name: catalina_globalrequestprocessor_$3_total 
  labels: 
    port: "$2" 
    protocol: "$1" 
  help: Catalina global $3 
  type: COUNTER

- pattern: 'Catalina<j2eeType=Servlet, WebModule=//([-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:.,;]*[-
a-zA-Z0-9+&@#/%=~_|]), name=([-a-zA-Z0-9+/$%~_-|!.]*), J2EEApplication=none, 
 J2EEServer=none><>(requestCount|maxTime|processingTime|errorCount)' 
  name: catalina_servlet_$3_total 
  labels: 
    module: "$1" 
    servlet: "$2" 
  help: Catalina servlet $3 total 
  type: COUNTER

- pattern: 'Catalina<type=ThreadPool, name="(\w+-\w+)-(\d+)"><>(currentThreadCount|
currentThreadsBusy|keepAliveCount|pollerThreadCount|connectionCount)' 
  name: catalina_threadpool_$3 
  labels: 
    port: "$2" 
    protocol: "$1" 
  help: Catalina threadpool $3 
  type: GAUGE

- pattern: 'Catalina<type=Manager, host=([-a-zA-Z0-9+&@#/%?=~_|!:.,;]*[-a-zA-
Z0-9+&@#/%=~_|]), context=([-a-zA-Z0-9+/$%~_-|!.]*)><>(processingTime|sessionCounter|
rejectedSessions|expiredSessions)' 
  name: catalina_session_$3_total 
  labels: 
    context: "$2" 
    host: "$1" 
  help: Catalina session $3 total 
  type: COUNTER

- pattern: ".*"

Prometheus エクスポーターで Java アプリケーションを起動する

サンプルアプリケーションを起動する これにより、Prometheus メトリクスをポート 9404 に出力しま
す。エントリポイント com.gubupt.sample.app.App は、必ずサンプル Java アプリケーションの正し
い情報に置き換えてください。

Linux では、以下のコマンドを入力します。

963



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch エージェント設定ファ
イルを手動で作成または編集する

$ nohup java -javaagent:./jmx_prometheus_javaagent-0.14.0.jar=9404:./config.yaml -cp  ./
SampleJavaApplication-1.0-SNAPSHOT.jar com.gubupt.sample.app.App &

Windows では、以下のコマンドを入力します。

PS C:\> java -javaagent:.\jmx_prometheus_javaagent-0.14.0.jar=9404:.\config.yaml -cp  .
\SampleJavaApplication-1.0-SNAPSHOT.jar com.gubupt.sample.app.App

Prometheus メトリクスの放出を確認する

Prometheus メトリクスが出力されていることを確認します。

Linux では、以下のコマンドを入力します。

$ curl localhost:9404

Windows では、以下のコマンドを入力します。

PS C:\> curl  http://localhost:9404

Linux での出力例:

StatusCode        : 200
StatusDescription : OK
Content           : # HELP jvm_classes_loaded The number of classes that are currently 
 loaded in the JVM 
                    # TYPE jvm_classes_loaded gauge 
                    jvm_classes_loaded 2526.0 
                    # HELP jvm_classes_loaded_total The total number of class...
RawContent        : HTTP/1.1 200 OK 
                    Content-Length: 71908 
                    Content-Type: text/plain; version=0.0.4; charset=utf-8 
                    Date: Fri, 18 Dec 2020 16:38:10 GMT 

                    # HELP jvm_classes_loaded The number of classes that are currentl...
Forms             : {}
Headers           : {[Content-Length, 71908], [Content-Type, text/plain; version=0.0.4; 
 charset=utf-8], [Date, Fri, 18 
                    Dec 2020 16:38:10 GMT]}
Images            : {}
InputFields       : {}
Links             : {}
ParsedHtml        : System.__ComObject
RawContentLength  : 71908

ステップ 3: Prometheus メトリクスをスクレイプするように CloudWatch エージェントを設定す
る

次に、CloudWatch エージェント設定ファイルで Prometheus スクレイプ設定をセットアップします。

Java/JMX の例の Prometheus スクレイプ設定を行うには

1. file_sd_config および static_config の設定をセットアップします。

Linux では、以下のコマンドを入力します。

$ cat /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/var/prometheus.yaml
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global: 
  scrape_interval: 1m 
  scrape_timeout: 10s
scrape_configs: 
  - job_name: jmx 
    sample_limit: 10000 
    file_sd_configs: 
      - files: [ "/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/var/prometheus_file_sd.yaml" ]

Windows では、以下のコマンドを入力します。

PS C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent> cat prometheus.yaml
global: 
  scrape_interval: 1m 
  scrape_timeout: 10s
scrape_configs: 
  - job_name: jmx 
    sample_limit: 10000 
    file_sd_configs: 
      - files: [ "C:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\
\prometheus_file_sd.yaml" ]

2. スクレイプターゲットの設定を行います。

Linux では、以下のコマンドを入力します。

$ cat /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/var/prometheus_file_sd.yaml
- targets: 
  - 127.0.0.1:9404 
  labels: 
    application: sample_java_app 
    os: linux

Windows では、以下のコマンドを入力します。

PS C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent> cat prometheus_file_sd.yaml
- targets: 
  - 127.0.0.1:9404 
  labels: 
    application: sample_java_app 
    os: windows

3. ec2_sc_config によって Prometheus スクレイプ設定を行います。your-ec2-instance-id を正
しい EC2 インスタンス ID に置き換えます。

Linux では、以下のコマンドを入力します。

$ cat .\prometheus.yaml
global: 
  scrape_interval: 1m 
  scrape_timeout: 10s
scrape_configs: 
  - job_name: jmx 
    sample_limit: 10000 
    ec2_sd_configs: 
      - region: us-east-1 
        port: 9404 
        filters: 
          - name: instance-id 
            values: 
              - your-ec2-instance-id
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Windows では、以下のコマンドを入力します。

PS C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent> cat prometheus_file_sd.yaml
- targets: 
  - 127.0.0.1:9404 
  labels: 
    application: sample_java_app 
    os: windows

4. CloudWatch エージェント設定を行います。まず、正しいディレクトリに直接移動します。Linux 
では、それは /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/var/cwagent-config.json で
す。Windows では、それは C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\cwagent-
config.json です。

次に、Java/JHX Prometheus メトリクスが定義されている設定例を示します。必ず path-to-
Prometheus-Scrape-Configuration-file へのパスを正しいパスに置き換えてください。

{ 
  "agent": { 
    "region": "us-east-1" 
  }, 
  "logs": { 
    "metrics_collected": { 
      "prometheus": { 
        "cluster_name": "my-cluster", 
        "log_group_name": "prometheus-test", 
        "prometheus_config_path": "path-to-Prometheus-Scrape-Configuration-file", 
        "emf_processor": { 
          "metric_declaration_dedup": true, 
          "metric_namespace": "PrometheusTest", 
          "metric_unit":{ 
            "jvm_threads_current": "Count", 
            "jvm_classes_loaded": "Count", 
            "java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize": "Bytes", 
            "catalina_manager_activesessions": "Count", 
            "jvm_gc_collection_seconds_sum": "Seconds", 
            "catalina_globalrequestprocessor_bytesreceived": "Bytes", 
            "jvm_memory_bytes_used": "Bytes", 
            "jvm_memory_pool_bytes_used": "Bytes" 
          }, 
          "metric_declaration": [ 
            { 
              "source_labels": ["job"], 
              "label_matcher": "^jmx$", 
              "dimensions": [["instance"]], 
              "metric_selectors": [ 
                "^jvm_threads_current$", 
                "^jvm_classes_loaded$", 
                "^java_lang_operatingsystem_freephysicalmemorysize$", 
                "^catalina_manager_activesessions$", 
                "^jvm_gc_collection_seconds_sum$", 
                "^catalina_globalrequestprocessor_bytesreceived$" 
              ] 
            }, 
            { 
              "source_labels": ["job"], 
              "label_matcher": "^jmx$", 
              "dimensions": [["area"]], 
              "metric_selectors": [ 
                "^jvm_memory_bytes_used$" 
              ] 
            }, 
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            { 
              "source_labels": ["job"], 
              "label_matcher": "^jmx$", 
              "dimensions": [["pool"]], 
              "metric_selectors": [ 
                "^jvm_memory_pool_bytes_used$" 
              ] 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    "force_flush_interval": 5 
  }
}

5. 次のコマンドのいずれかを入力して、CloudWatch エージェントを再起動します。

Linux では、以下のコマンドを入力します。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -
m ec2 -s -c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/var/cwagent-config.json

Windows では、以下のコマンドを入力します。

& "C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1" -a 
 fetch-config -m ec2 -s -c file:C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\cwagent-
config.json

Prometheus のメトリクスとログの表示

これで、収集されている Java/JMX メトリクスを表示できるようになりました。

サンプル Java/JMX ワークロードのメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. クラスターが実行されているリージョンにおいて、左のナビゲーションペインで [Metrics] (メトリク

ス) を選択します。PrometheusTest 名前空間を検索して、メトリクスを確認します。
3. CloudWatch Logs イベントを表示するには、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。イベントは、ロググループの prometheus-test にあります。

CloudWatch エージェントにより収集されるメトリ
クス

サーバーの CloudWatch エージェントをインストールすることで、サーバーからメトリクスを収集でき
ます。Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーの両方と、Linux、Windows Server、または 
macOS を実行しているコンピュータにエージェントをインストールできます。Amazon EC2 インスタン
スにエージェントをインストールした場合、Amazon EC2 インスタンスでデフォルトで有効なメトリクス
に加えて、メトリクスが収集されます。

インスタンスに CloudWatch エージェントをインストールする方法については、「CloudWatch エー
ジェントを使用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーからメトリクスとログを収集す
る (p. 866)」を参照してください。

このセクションで説明するすべてのメトリクスは、CloudWatch エージェントによって直接収集されま
す。
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Windows Server インスタンスで CloudWatch エー
ジェントにより収集されるメトリクス
Windows Server を実行しているサーバーで、CloudWatch エージェントをインストールすると、Windows 
パフォーマンスモニターでカウンタに関連付けられているメトリクスを参照できます。これらのカウンタ
の CloudWatch メトリクス名は、オブジェクト名とカウンタ名の間にスペースを配置することによって作
成されます。例えば、CloudWatch では、% Interrupt Time オブジェクトの Processor カウンタにメ
トリクス名 Processor % Interrupt Time が指定されます。Windows パフォーマンスモニターカウン
タの詳細については、Microsoft Windows Server のドキュメントを参照してください。

CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクスのデフォルトの名前空間は CWAgent ですが、エー
ジェントを構成するときに別の名前空間を指定できます。

Linux および macOS インスタンスで CloudWatch 
エージェントにより収集されるメトリクス
次の表では、Linux サーバーおよび macOS コンピュータ上の CloudWatch エージェントで収集できるメト
リクスを示しています。

メトリクス 説明

cpu_time_active 任意の容量で CPU がアクティブになっている時間の長
さ。このメトリクスは、1/100 秒単位で測定されます。

単位: なし

cpu_time_guest ゲストオペレーティングシステムで CPU が仮想 CPU を
実行している時間の長さ。このメトリクスは、1/100 秒
単位で測定されます。

単位: なし

cpu_time_guest_nice 優先度が低く、他のプロセスにより中断される場合が
ある、ゲストオペレーティングシステムの仮想 CPU を 
CPU で実行している時間。このメトリクスは、1/100 秒
単位で測定されます。

単位: なし

cpu_time_idle CPU がアイドル状態の時間の長さ。このメトリクス
は、1/100 秒単位で測定されます。

単位: なし

cpu_time_iowait CPU が I/O 操作の完了を待機している時間の長さ。この
メトリクスは、1/100 秒単位で測定されます。

単位: なし

cpu_time_irq CPU が中断を処理している時間の長さ。このメトリクス
は、1/100 秒単位で測定されます。

単位: なし

cpu_time_nice プロセスの優先度が低く、優先度の高いプロセスによっ
て簡単に中断される場合がある、ユーザーモードになっ
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メトリクス 説明
ている CPU の時間。このメトリクスは、1/100 秒単位で
測定されます。

単位: なし

cpu_time_softirq CPU がソフトウェアの中断を処理している時間の長さ。
このメトリクスは、1/100 秒単位で測定されます。

単位: なし

cpu_time_steal CPU が盗まれた時間になっている時間の長さ。これは、
仮想化環境で他のオペレーティングシステムに費やされ
る時間です。このメトリクスは、1/100 秒単位で測定さ
れます。

単位: なし

cpu_time_system CPU がシステムモードになっている時間の長さ。このメ
トリクスは、1/100 秒単位で測定されます。

単位: なし

cpu_time_user CPU がユーザーモードになっている時間の長さ。このメ
トリクスは、1/100 秒単位で測定されます。

単位: なし

cpu_usage_active 任意の容量で CPU がアクティブになっている時間の割
合。

単位: パーセント

cpu_usage_guest ゲストオペレーティングシステムで CPU が仮想 CPU を
実行している時間の割合。

単位: パーセント

cpu_usage_guest_nice 優先度が低く、他のプロセスにより中断される場合が
ある、ゲストオペレーティングシステムの仮想 CPU を 
CPU で実行している時間の割合。

単位: パーセント

cpu_usage_idle CPU がアイドル状態の時間の割合。

単位: パーセント

cpu_usage_iowait CPU が I/O 操作の完了を待機している時間の割合。

単位: パーセント

cpu_usage_irq CPU が中断を処理している時間の割合。

単位: パーセント
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メトリクス 説明

cpu_usage_nice プロセスの優先度が低く、優先度の高いプロセスによっ
て簡単に中断される場合がある、ユーザーモードになっ
ている CPU の時間の割合。

単位: パーセント

cpu_usage_softirq CPU がソフトウェアの中断を処理している時間の割合。

単位: パーセント

cpu_usage_steal CPU が盗まれた時間になっている時間の割合。つまり、
仮想化環境で他のオペレーティングシステムに費やされ
る時間です。

単位: パーセント

cpu_usage_system CPU がシステムモードになっている時間の割合。

単位: パーセント

cpu_usage_user CPU がユーザーモードになっている時間の割合。

単位: パーセント

disk_free ディスクの空き容量。

単位: バイト

disk_inodes_free ディスクで使用可能なインデックスノードの数。

単位: カウント

disk_inodes_total ディスクで予約されているインデックスノードの合計
数。

単位: カウント

disk_inodes_used ディスクで使用されているインデックスノードの数。

単位: カウント

disk_total 使用済み容量と空き容量を含む、ディスクの合計容量。

単位: バイト

disk_used ディスクの使用済み容量。

単位: バイト

disk_used_percent ディスクスペース合計に対する使用済みの割合。

単位: パーセント

diskio_iops_in_progress デバイスドライバーに発行されたがまだ完了していない 
I/O リクエストの数。

単位: カウント
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メトリクス 説明

diskio_io_time ディスクが I/O リクエストをキューに入れている時間の
長さ。

単位: ミリ秒

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

diskio_reads ディスク読み取り操作の回数。

単位: カウント

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

diskio_read_bytes ディスクから読み込まれたバイト数。

単位: バイト

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

diskio_read_time 読み取りリクエストがディスクで待機した時間の長さ。
複数の読み込みリクエストが同時に待機している場合、
その分数値が増えます。たとえば、5 つのリクエストが
平均 100 ミリ秒待機している場合、500 と報告されま
す。

単位: ミリ秒

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

diskio_writes ディスク書き込み操作の回数。

単位: カウント

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

diskio_write_bytes ディスクへの書き込みバイト数。

単位: バイト

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

diskio_write_time 書き込みリクエストがディスクで待機した時間の長さ。
複数の書き込みリクエストが同時に待機している場合、
その分数値が増えます。たとえば、8 つのリクエストが
平均 1000 ミリ秒待機している場合、8000 と報告されま
す。

単位: ミリ秒

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average
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メトリクス 説明

ethtool_bw_in_allowance_exceeded インバウンド集計の帯域幅がインスタンスの最大値を超
えたために、キューおよび (または) ドロップされたパ
ケットの数。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし

ethtool_bw_out_allowance_exceeded アウトバウンド集計の帯域幅がインスタンスの最大値を
超えたために、キューおよび (または) ドロップされたパ
ケットの数。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし

ethtool_conntrack_allowance_exceeded接続トラッキングがインスタンスの最大数を超え、新し
い接続を確立できなかったためにドロップされたパケッ
トの数。これにより、インスタンスとの間で送受信され
るトラフィックのパケット損失が発生する可能性があり
ます。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし

ethtool_linklocal_allowance_exceededローカルプロキシサービスへのトラフィックの PPS が
ネットワークインターフェイスの最大値を超えたために
ドロップされたパケットの数。これは、DNS サービス、
インスタンスメタデータサービス、および Amazon Time 
Sync Service へのトラフィックに影響します。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、ネットワークパフォーマンスメト
リクスの収集 (p. 937) を参照してください。

単位: なし
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メトリクス 説明

ethtool_pps_allowance_exceeded 双方向 PPS がインスタンスの最大値を超えたために、
キューおよび (または) ドロップされたパケットの数。

このメトリクスは、CloudWatch エージェント設定ファ
イルの ethtool セクションの metrics_collected サ
ブセクションにリストされている場合にのみ収集されま
す。詳細については、「ネットワークパフォーマンスメ
トリクスの収集 (p. 937)」を参照してください。

単位: なし

mem_active 最後のサンプル期間中に何らかの方法で使用されたメモ
リの量。

単位: バイト

mem_available すぐにプロセスに渡すことができる使用可能なメモリの
量。

単位: バイト

mem_available_percent すぐにプロセスに渡すことができる使用可能なメモリの
割合。

単位: パーセント

mem_buffered バッファに使用されているメモリの量。

単位: バイト

mem_cached ファイルキャッシュに使用されているメモリの量。

単位: バイト

mem_free 使用されていないメモリの量。

単位: バイト

mem_inactive 最後のサンプル期間中に何らかの方法で使用されていな
いメモリの量

単位: バイト

mem_total メモリの合計量。

単位: バイト

mem_used 現在使用中のメモリの量。

単位: バイト

mem_used_percent 現在使用中のメモリの割合。

単位: パーセント
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メトリクス 説明

net_bytes_recv ネットワークインターフェイスで受信されたバイトの
数。

単位: バイト

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

net_bytes_sent ネットワークインターフェイスで送信されたバイトの
数。

単位: バイト

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

net_drop_in このネットワークインターフェイスで受信されたパケッ
トのうち、削除されたものの数。

単位: カウント

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

net_drop_out このネットワークインターフェイスで送信されたパケッ
トのうち、削除されたものの数。

単位: カウント

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

net_err_in このネットワークインターフェイスによって検出された
受信エラーの数。

単位: カウント

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

net_err_out このネットワークインターフェイスによって検出された
送信エラーの数。

単位: カウント

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

net_packets_sent このネットワークインターフェイスで送信されたパケッ
トの数。

単位: カウント

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average
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メトリクス 説明

net_packets_recv このネットワークインターフェイスで受信されたパケッ
トの数。

単位: カウント

このメトリクスに使用する必要がある唯一の統計は Sum
です。使用しません。Average

netstat_tcp_close 状態のない TCP 接続の数。

単位: カウント

netstat_tcp_close_wait クライアントからの終了リクエストを待機している TCP 
接続の数。

単位: カウント

netstat_tcp_closing クライアントからの確認付き終了リクエストを待機して
いる TCP 接続の数。

単位: カウント

netstat_tcp_established 確立された TCP 接続の数。

単位: カウント

netstat_tcp_fin_wait1 接続の終了プロセス時に FIN_WAIT1 状態になっている 
TCP 接続の数。

単位: カウント

netstat_tcp_fin_wait2 接続の終了プロセス時に FIN_WAIT2 状態になっている 
TCP 接続の数。

単位: カウント

netstat_tcp_last_ack クライアントが接続終了メッセージの確認を送信するの
を待機している TCP 接続の数。これは、接続が終了す
る直前の最後の状態です。

単位: カウント

netstat_tcp_listen 現在接続リクエストをリッスンしている TCP ポートの
数。

単位: カウント

netstat_tcp_none 非アクティブなクライアントを持つ TCP 接続の数。

単位: カウント

netstat_tcp_syn_sent 接続リクエストを送信したあとに一致する接続リクエス
トを待機している TCP 接続の数。

単位: カウント
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メトリクス 説明

netstat_tcp_syn_recv 接続リクエストを送受信したあとに接続リクエスト確認
を待機している TCP 接続の数。

単位: カウント

netstat_tcp_time_wait クライアントが接続終了リクエストの確認を受信したこ
とが確認されるのを現在待機している TCP 接続の数。

単位: カウント

netstat_udp_socket 現在の UDP 接続の数。

単位: カウント

processes_blocked ブロックされているプロセスの数。

単位: カウント

processes_dead 「dead」となっているプロセスの数。Linux では、X 状
態コードにより示されます。

このメトリクスは macOS コンピュータでは収集されま
せん。

単位: カウント

processes_idle アイドル状態になっているプロセスの数 (20 秒以上ス
リープ状態)。FreeBSD インスタンスでのみ使用できま
す。

単位: カウント

processes_paging 「paging」となっているプロセスの数。Linux では、W
状態コードにより示されます。

このメトリクスは macOS コンピュータでは収集されま
せん。

単位: カウント

processes_running 実行されているプロセスの数。R 状態コードにより示さ
れます。

単位: カウント

processes_sleeping スリープ状態になっているプロセスの数。S 状態コード
により示されます。

単位: カウント

processes_stopped 停止されているプロセスの数。T 状態コードにより示さ
れます。

単位: カウント

processes_total インスタンス上でのプロセスの合計数。

単位: カウント

976



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
メモリメトリクスの定義

メトリクス 説明

processes_total_threads プロセスを構成するスレッドの合計数。このメトリクス
は、Linux インスタンスでのみご利用いただけます。

このメトリクスは macOS コンピュータでは収集されま
せん。

単位: カウント

processes_wait ページングしているプロセスの数。FreeBSD インス
タンスでは、W 状態コードにより示されます。この
メトリクスは FreeBSD インスタンスでのみ使用で
き、Linux、Windows サーバー、macOS インスタンスで
は使用できません。

単位: カウント

processes_zombies ゾンビ状態のプロセスの数。Z 状態コードにより示され
ます。

単位: カウント

swap_free 使用されていないスワップスペースの量。

単位: バイト

swap_used 現在使用中のスワップスペースの量。

単位: バイト

swap_used_percent 現在使用中のスワップスペースの割合。

単位: パーセント

CloudWatch エージェントにより収集されるメモリメ
トリクスの定義
CloudWatch エージェントがメモリメトリクスを収集する場合、ソースはホストのメモリ管理サブシステ
ムです。例えば、Linux カーネルは OS が管理する /proc 内のデータを公開します。メモリについては、
データは /proc/meminfo にあります。

オペレーティングシステムとアーキテクチャが異なれば、プロセスが使用するリソースの計算も異なりま
す。詳細については、次のセクションを参照してください。

各収集間隔において、各インスタンスの CloudWatch エージェントはインスタンスリソースを収集し、そ
のインスタンスで実行されているすべてのプロセスが使用しているリソースを計算します。この情報は 
CloudWatch メトリクスに報告されます。収集間隔の長さは、CloudWatch エージェント設定ファイルで設
定できます。詳細については、「 CloudWatch エージェント設定ファイル: Agent セクション (p. 914)」
を参照してください。

次のリストで、CloudWatch エージェントが収集するメモリメトリクスの定義方法を説明します。

• アクティブメモリ — プロセスが使用しているメモリです。つまり、現在実行中のアプリで使用されてい
るメモリのことです。

• 使用可能なメモリ — システムがスワップ状態にならずにプロセスに瞬時に割り当てられるメモリ (仮想
メモリとも呼ばれます) です。
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• バッファメモリ — さまざまな速度と優先順位で動作するハードウェアデバイスまたはプログラムプロセ
スによって共有されるデータ領域です。

• キャッシュされたメモリ — CPU が次に必要とする可能性のあるプログラムの操作で繰り返し使用され
るプログラム手順とデータを保存します。

• 空きメモリ — まったく使用されておらず、すぐに使用できるメモリです。このメモリは完全に空で、必
要なときにシステムで使用できます。

• 非アクティブなメモリ— 「最近は」アクセスされていないページです。
• 合計メモリ — 実際の物理メモリ RAM のサイズです。
• 使用済みメモリ— プログラムやプロセスによって現在使用されているメモリです。

トピック
• Linux: 収集されたメトリクスと使用された計算 (p. 978)
• macOS: 収集されたメトリクスと使用された計算 (p. 978)
• Windows: 収集されたメトリクス (p. 978)
• 例: Linux でのメモリメトリクスの計算 (p. 979)

Linux: 収集されたメトリクスと使用された計算
収集されたメトリクスと単位:

• アクティブ (バイト)
• 使用可能 (バイト)
• 使用可能率 (パーセント)
• バッファ済み (バイト)
• キャッシュ済み (バイト)
• 空き (バイト)
• 非アクティブ (バイト)
• 合計 (バイト)
• 使用済み (バイト)
• 使用率 (パーセント)

使用済みメモリ = 合計メモリ - 空きメモリ - キャッシュされたメモリ - バッファメモリ

合計メモリ = 使用済みメモリ + 空きメモリ + キャッシュされたメモリ + バッファメモリ

macOS: 収集されたメトリクスと使用された計算
収集されたメトリクスと単位:

• アクティブ (バイト)
• 使用可能 (バイト)
• 使用可能率 (パーセント)
• 空き (バイト)
• 非アクティブ (バイト)
• 合計 (バイト)
• 使用済み (バイト)
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• 使用率 (パーセント)

使用可能なメモリ = 空きメモリ + 非アクティブなメモリ

使用済みメモリ = 合計メモリ - 使用可能なメモリ

合計メモリ = 使用可能なメモリ + 使用済みメモリ

Windows: 収集されたメトリクス
Windows ホストで収集されたメトリクスは以下のとおりです。これらのメトリクスの Unit はすべて
None です。

• 使用可能バイト
• キャッシュ障害数/秒
• ページ障害数/秒
• ページ数/秒

CloudWatch エージェントはパフォーマンスカウンターからイベントを解析するため、Windows メトリク
スの計算は行われません。

例: Linux でのメモリメトリクスの計算
例として、Linux ホストで free -m のコマンドを入力すると、次の結果が表示されるとします。

             total       used       free     shared    buff/cache     Available
Mem:         7441         117       6592          0           732          7101
Swap:           0           0          0

この例では、CloudWatch エージェントは次の値を収集します。

• mem_total: 7441.92 MB
• mem_available: 7101.85 MB (空き + キャッシュ)
• mem_free: 6592.85 MB
• mem_cached: 2.64 MB
• mem_used: 116.84 MB (合計 - 空き - バッファ/キャッシュ)
• mem_buffered: 729.59 MB
• mem_available_percent: 95.43%
• mem_used_percent: 1.56%

AWS OpenTelemetry Collector を CloudWatch エー
ジェントと共に使用する

AWS OpenTelemetry Collector は、CloudWatch エージェントと並行してインストールし、OpenTelemetry 
SDK を使用して Amazon EC2、Amazon ECS、および Amazon EKS で動作するワークロードからメトリ
クスやログに加えてアプリケーショントレースを収集できるようにすることで CloudWatch エージェント
を補完します。AWS OpenTelemetry の一般情報については、「AWS Distro for OpenTelemetry」を参照し
てください。
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AWS OpenTelemetry Collector のインストールについては、GitHub の「AWS Distro for OpenTelemetry」
を参照してください。

CloudWatch エージェントのバージョン 1.247356 以降、Open Telemetry Collector は CloudWatch エー
ジェントに埋め込まれなくなりました。

OpenTelemetry トレースの生成
AWS は、OpenTelemetry SDK と Java 自動インストルメンテーションエージェントを提供しています。
アプリケーションはこれらを使用して OpenTelemetry トレースを生成し、そのトレースを OpenTelemetry 
Collector にフィードすることができます。詳細については、次を参照してください。

• トレースおよびメトリクスのインストルメンテーションでの Java SDK の開始方法
• AWS Distro for OpenTelemetry Go SDK を使用したトレース
• Python SDK の開始方法
• トレースとメトリクスのインストルメンテーションでの JavaScript SDK の開始方法

CloudWatch エージェントの一般的なシナリオ
以下のセクションでは、CloudWatch エージェントを使用する場合にいくつかの一般的な設定およびカス
タマイズタスクを完了する方法の概要を説明します。

トピック
• CloudWatch エージェントの別のユーザーとしての実行 (p. 980)
• CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクスへのカスタムディメンションの追加 (p. 982)
• CloudWatch エージェント設定ファイル (p. 982)
• CloudWatch エージェントによって収集されるメトリクスの集約またはロールアップ (p. 984)
• CloudWatch エージェントを使用した高解像度メトリクスの収集 (p. 985)
• 別のアカウントへのメトリクスとログの送信 (p. 985)
• 統合 CloudWatch エージェントと前の CloudWatch Logs エージェントの間のタイムスタンプの違

い (p. 987)

CloudWatch エージェントの別のユーザーとしての実
行
Linux サーバーでは、CloudWatch はデフォルトで root ユーザーとして実行されます。エージェントを別
のユーザーとして実行するには、CloudWatch エージェント設定ファイルの run_as_user セクションで
agent パラメータを使用します。このオプションは、Linux サーバーでのみ使用できます。

エージェントを root ユーザーとして既に実行している場合、別のユーザーに変更するには、以下のいずれ
かの手順を使用します。

Linux を実行する EC2 インスタンスで CloudWatch エージェントを別のユーザーとして実行する
には

1. 新しい CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードしてインストールします。詳細について
は、「」を参照してくださいCloudWatch エージェントパッケージをダウンロードする (p. 868)

2. 新しい Linux ユーザーを作成するか、RPM ファイルまたは DEB ファイルで作成した cwagent とい
う名前のデフォルトユーザーを使用します。
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3. 次のいずれかの方法で、このユーザーの認証情報を指定します。
• このファイル .aws/credentials が root ユーザーのホームディレクトリに存在する場合

は、CloudWatch エージェントの実行に使用するユーザーの認証情報ファイルを作成する必要が
あります。この認証情報ファイルは /home/username/.aws/credentials になります。次
に、shared_credential_file の common-config.toml パラメータの値を認証情報ファイ
ルのパス名に設定します。詳細については、「」を参照してください(オプション) プロキシ情報
またはリージョン情報の一般的な設定を変更する (p. 881)

• ファイル .aws/credentials が root ユーザーのホームディレクトリに存在しない場合は、次の
いずれかの操作を実行できます。
• CloudWatch エージェントの実行に使用するユーザーの認証情報ファイルを作成しま

す。この認証情報ファイルは /home/username/.aws/credentials になります。次
に、shared_credential_file の common-config.toml パラメータの値を認証情報
ファイルのパス名に設定します。詳細については、「」を参照してください(オプション) プ
ロキシ情報またはリージョン情報の一般的な設定を変更する (p. 881)

• 認証情報ファイルを作成する代わりに、IAM ロールをインスタンスにアタッチします。エー
ジェントは、このロールを認証情報プロバイダーとして使用します。

4. CloudWatch エージェント設定ファイルで、agent セクションに次の行を追加します。

"run_as_user": "username"

必要に応じて、設定ファイルに他の変更を行います。詳細については、CloudWatch エージェント設
定ファイルを作成する (p. 908) を参照してください。

5. 必要なアクセス許可をユーザーに付与します。ユーザーには、収集するログファイルの読み取り (r) ア
クセス許可と、ログファイルのパス内のすべてのディレクトリに対する実行 (x) アクセス許可が必要
です。

6. 先ほど作成した設定ファイルを使用してエージェントを起動します。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -
m ec2 -s -c file:configuration-file-path

Linux を実行しているオンプレミスサーバーで CloudWatch エージェントを別のユーザーとして実
行するには

1. 新しい CloudWatch エージェントパッケージをダウンロードしてインストールします。詳細について
は、「」を参照してくださいCloudWatch エージェントパッケージをダウンロードする (p. 868)

2. 新しい Linux ユーザーを作成するか、RPM ファイルまたは DEB ファイルで作成した cwagent とい
う名前のデフォルトユーザーを使用します。

3. このユーザーの認証情報をユーザーがアクセスできるパス (/home/username/.aws/credentials
など) に保存します。

4. shared_credential_file の common-config.toml パラメータの値を認証情報ファイルのパス
名に指定します。詳細については、「」を参照してください(オプション) プロキシ情報またはリー
ジョン情報の一般的な設定を変更する (p. 881)

5. CloudWatch エージェント設定ファイルで、agent セクションに次の行を追加します。

"run_as_user": "username"

必要に応じて、設定ファイルに他の変更を行います。詳細については、CloudWatch エージェント設
定ファイルを作成する (p. 908) を参照してください。

6. 必要なアクセス許可をユーザーに付与します。ユーザーには、収集するログファイルの読み取り (r) ア
クセス許可と、ログファイルのパス内のすべてのディレクトリに対する実行 (x) アクセス許可が必要
です。

981



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch エージェントにより収集される

メトリクスへのカスタムディメンションの追加

7. 先ほど作成した設定ファイルを使用してエージェントを起動します。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -
m ec2 -s -c file:configuration-file-path

CloudWatch エージェントにより収集されるメトリク
スへのカスタムディメンションの追加
エージェントによって収集されるメトリクスにタグなどのカスタムディメンションを追加するには、それ
らのメトリクスをリストするエージェント設定ファイルのセクションに append_dimensions フィール
ドを追加します。

たとえば、設定ファイルの次のサンプルセクションでは、値が stackName の Prod というカスタムディ
メンションを、エージェントによって収集される cpu および disk メトリクスに追加します。

"cpu":{   
  "resources":[   
    "*" 
  ], 
  "measurement":[   
    "cpu_usage_guest", 
    "cpu_usage_nice", 
    "cpu_usage_idle" 
  ], 
  "totalcpu":false, 
  "append_dimensions":{   
    "stackName":"Prod" 
  }
},
"disk":{   
  "resources":[   
    "/", 
    "/tmp" 
  ], 
  "measurement":[   
    "total", 
    "used" 
  ], 
  "append_dimensions":{   
    "stackName":"Prod" 
  }
}

エージェント設定ファイルを変更するときは必ず、エージェントを再起動して変更を有効にする必要があ
る点に注意してください。

CloudWatch エージェント設定ファイル
複数の設定ファイルを使用するように CloudWatch エージェントを設定できます。たとえば、一連のメト
リクスとログを収集する、共通の設定ファイルを使用して、常にインフラストラクチャ内のすべてのサー
バーから収集することができます。その後、追加の設定ファイルを使用して、特定のアプリケーションか
ら、または特定の状況でメトリクスを収集することができます。

これを設定するには、まず使用する設定ファイルを作成します。同じサーバー上で一緒に使用される設
定ファイルは、異なるファイル名を持つ必要があります。設定ファイルは、サーバー上または Parameter 
Store に保存できます。
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fetch-config オプションを使って CloudWatch エージェントを開始し、1 つ目の設定ファイルを指
定します。エージェントの実行の 2 つ目の設定ファイルを追加するには、同じコマンドを使用します
が、append-config オプションを使います。いずれかの設定ファイルにリストされている、すべてのメ
トリクスとログが収集されます。次の Linux コマンドは、このシナリオで設定ストアをファイルとして使
用した例を示しています。1 行目で infrastructure.json 設定ファイルを使ってエージェントを開始
し、2 行目で app.json 設定ファイルを追加しています。

/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -m ec2 -s 
 -c file:/tmp/infrastructure.json

/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a append-config -m ec2 -s 
 -c file:/tmp/app.json

次の設定ファイルは、この機能の使用方法の例を示しています。1 つ目の設定ファイルは、インフラスト
ラクチャ内のすべてのサーバーに使用され、2 つ目の設定ファイルは、特定のアプリケーションからのロ
グのみを収集し、そのアプリケーションを実行しているサーバーに追加されています。

infrastructure.json

{ 
  "metrics": { 
    "metrics_collected": { 
      "cpu": { 
        "resources": [ 
          "*" 
        ], 
        "measurement": [ 
          "usage_active" 
        ], 
        "totalcpu": true 
      }, 
      "mem": { 
         "measurement": [ 
           "used_percent" 
        ] 
      } 
    } 
  }, 
  "logs": { 
    "logs_collected": { 
      "files": { 
        "collect_list": [ 
          { 
            "file_path": "/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/amazon-cloudwatch-
agent.log", 
            "log_group_name": "amazon-cloudwatch-agent.log" 
          }, 
          { 
            "file_path": "/var/log/messages", 
            "log_group_name": "/var/log/messages" 
          } 
        ] 
      } 
    } 
  }
}

app.json

{ 
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    "logs": { 
        "logs_collected": { 
            "files": { 
                "collect_list": [ 
                    { 
                        "file_path": "/app/app.log*", 
                        "log_group_name": "/app/app.log" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

設定に追加される設定ファイルは、互いに異なるファイル名を持つ必要があり、また初期の設定ファイ
ルと異なるファイル名を持つ必要があります。エージェントで既に使用されている設定ファイルと同じ
ファイル名の設定ファイルで append-config を使用した場合、その append コマンドでは追加は行われ
ず、1 つ目の設定ファイルの情報は上書きされます。これは、同じファイル名の 2 つの設定ファイルが異
なるファイルパスにある場合でも同様です。

前の例では、2 つの設定ファイルを使用していますが、エージェント設定に追加できる設定ファイルの数
に制限はありません。サーバー上にある設定ファイルと Parameter Store にある設定を混在させることも
できます。

CloudWatch エージェントによって収集されるメトリ
クスの集約またはロールアップ
エージェントにより収集されたメトリクスを集約 (ロールアップ) するには、aggregation_dimensions
フィールドをエージェント設定ファイル内のそのメトリクスのセクションに追加します。

たとえば、次の設定ファイルスニペットでは、AutoScalingGroupName ディメンションでメトリクスを
ロールアップします。各 Auto Scaling グループ内のすべてのインスタンスのメトリクスが集約され、全体
として参照できるようになります。

"metrics": { 
  "cpu":{...} 
  "disk":{...} 
  "aggregation_dimensions" : [["AutoScalingGroupName"]]
}

Auto Scaling グループ名でのロールアップのほかに、各 InstanceId および InstanceType ディメン
ションの組み合わせでもロールアップするには、次の内容を追加します。

"metrics": { 
  "cpu":{...} 
  "disk":{...} 
  "aggregation_dimensions" : [["AutoScalingGroupName"], ["InstanceId", "InstanceType"]]
}

代わりにメトリクスを 1 つのコレクションにロールアップするには、[] を使用します。

"metrics": { 
  "cpu":{...} 
  "disk":{...} 
  "aggregation_dimensions" : [[]]
}
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エージェント設定ファイルを変更するときは必ず、エージェントを再起動して変更を有効にする必要があ
る点に注意してください。

CloudWatch エージェントを使用した高解像度メトリ
クスの収集
metrics_collection_interval フィールドは、収集されるメトリクスの時間間隔 (秒単位) を指定し
ます。このフィールドに 60 未満の値を指定することによって、メトリクスは、高解像度メトリクスとし
て収集されます。

たとえば、すべてのメトリクスを高解像度で 10 秒ごとに収集する必要がある場合
は、metrics_collection_interval セクションで、グローバルメトリクス収集間隔として agent の
値を 10 に指定します。

"agent": { 
  "metrics_collection_interval": 10
}

または、次の例では cpu メトリクスを 1 秒ごとに収集し、他のすべてのメトリクスを 1 分ごとに収集する
ように設定します。

"agent":{   
  "metrics_collection_interval": 60
},
"metrics":{   
  "metrics_collected":{   
    "cpu":{   
      "resources":[   
        "*" 
      ], 
      "measurement":[   
        "cpu_usage_guest" 
      ], 
      "totalcpu":false, 
      "metrics_collection_interval": 1 
    }, 
    "disk":{   
      "resources":[   
        "/", 
        "/tmp" 
      ], 
      "measurement":[   
        "total", 
        "used" 
      ] 
    } 
  }
}

エージェント設定ファイルを変更するときは必ず、エージェントを再起動して変更を有効にする必要があ
る点に注意してください。

別のアカウントへのメトリクスとログの送信
CloudWatch エージェントがメトリクス、ログ、またはその両方を別のアカウントに送信するには、送信
サーバーのエージェント設定ファイルで role_arn パラメータを指定します。role_arn 値は、エージェ
ントがターゲットアカウントにデータを送信する際に使用するターゲットアカウントの IAM ロールを指定
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します。このロールにより、メトリクスまたはログをターゲットアカウントに配信するときに、送信アカ
ウントがターゲットアカウントの対応するロールを担うことができます。

エージェント設定ファイルには、2 つの個別の role_arn 文字列を指定することもできます。1 つはメト
リクスを送信するときに使用し、もう 1 つはログを送信する時に使用します。

次の設定ファイルの agent セクションの一部の例は、メトリクスとログを別のアカウントに送信するとき
にエージェントが CrossAccountAgentRole を使用するように設定します。

{ 
  "agent": { 
    "credentials": { 
      "role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/CrossAccountAgentRole" 
    } 
  }, 
  .....
}

または、次の例では、送信アカウントがメトリクスとログを送信するために使用する別々のロールを設定
しています。

"metrics": { 
    "credentials": { 
     "role_arn": "RoleToSendMetrics" 
    }, 
    "metrics_collected": {....

"logs": { 
    "credentials": { 
    "role_arn": "RoleToSendLogs" 
    }, 
    ....

必要なポリシー

エージェント設定ファイルで role_arn を指定する場合は、送信アカウントとターゲットアカウントの 
IAM ロールに特定のポリシーが設定されていることも確認する必要があります。送信アカウントとター
ゲットアカウントの両方のロールに、[CloudWatchAgentServerPolicy] が必要です。このポリシーを
ロールに割り当てる方法の詳細については、「Amazon EC2 インスタンスの CloudWatch エージェントで
使用する IAM ロールを作成する (p. 884)」を参照してください。

また、送信側アカウントのロールに次のポリシーも含まれている必要があります。このポリシーは、ロー
ルを編集するときに IAM コンソールの [アクセス許可] タブで追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::target-account-ID:role/agent-role-in-target-account" 
            ] 
        } 
    ]
}
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また、ターゲットアカウントのロールには、送信側アカウントで使用される IAM ロールを認識できる
ように、次のポリシーが含まれている必要があります。このポリシーは、ロールを編集するときに IAM 
コンソールの [信頼関係] タブで追加します。このポリシーを追加するターゲットアカウントのロール
は、CloudWatch エージェントで使用する IAM ロールとユーザーを作成する (p. 873) で作成したロール
です。このロールは、送信側アカウントで使用されるポリシーの agent-role-in-target-account で
指定したロールです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": [ 
          "arn:aws:iam::sending-account-ID:role/role-in-sender-account" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

統合 CloudWatch エージェントと前の CloudWatch 
Logs エージェントの間のタイムスタンプの違い
CloudWatch エージェントでは、前の CloudWatch Logs エージェントと比べて、タイムスタンプ形式のさ
まざまな記号のセットがサポートされています。これらの違いを次の表に示します。

両方のエージェントがサポート
する記号

統合 CloudWatch エージェント
のみがサポートする記号

前の CloudWatch Logs エージェ
ントでのみサポートされている
記号

%A､%a、%b、%B、%d、%f、%H、%l、%m、%M、%p、%S、%y、%Y、%Z、%z%-d、%-l、%m、%M、%-S %c、% j、%U、%W、%w

新しい CloudWatch エージェントでサポートされる記号の意味の詳細については、Amazon CloudWatch 
ユーザーガイドの「CloudWatch エージェント設定ファイル: ログセクション」を参照してくださ
い。CloudWatch Logs エージェントでサポートされる記号については、Amazon CloudWatch Logs ユー
ザーガイドの「エージェント設定ファイル」を参照してください。

CloudWatch エージェントのトラブルシューティン
グ

以下の情報を参考にして、CloudWatch エージェントに関する問題のトラブルシューティングを行いま
す。

トピック
• CloudWatch エージェントのコマンドラインパラメータ (p. 988)
• Run Command を使用した CloudWatch エージェントのインストールが失敗する (p. 988)
• CloudWatch エージェントが開始されない (p. 988)
• CloudWatch エージェントが実行されていることを確認する (p. 988)
• CloudWatch エージェントが起動ぜず、Amazon EC2 リージョンに関するエラーが発生する (p. 989)
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• CloudWatch エージェントが Windows Server で開始されない (p. 990)
• Windows Server で認証情報が見つかりません (p. 990)
• メトリクスの場所 (p. 990)
• CloudWatch エージェントが、コンテナで実行に長い時間がかかる、またはホップ制限のエラーをログ

に記録する (p. 991)
• エージェントの設定を更新しましたが、CloudWatch コンソールに新しいメトリクスやログが表示され

ません (p. 991)
• CloudWatch エージェントファイルとロケーション (p. 991)
• CloudWatch エージェントのバージョンについての情報の検索 (p. 993)
• CloudWatch エージェントによって生成されたログ (p. 993)
• CloudWatch エージェントの停止と再起動 (p. 994)

CloudWatch エージェントのコマンドラインパラメー
タ
CloudWatch エージェントでサポートされているパラメータの完全なリストを表示するには、エージェン
トがインストールされているコンピュータで、コマンドラインに以下のコマンドを入力します。

amazon-cloudwatch-agent-ctl -help

Run Command を使用した CloudWatch エージェント
のインストールが失敗する
Systems Manager Run Command を使用して CloudWatch エージェントをインストールするには、ター
ゲットサーバー上の SSM Agent がバージョン 2.2.93.0 以降である必要があります。SSM Agent のバー
ジョンが適切でない場合は、次のエラーメッセージが表示されることがあります。

no latest version found for package AmazonCloudWatchAgent on platform linux

failed to download installation package reliably

SSM Agent バージョンの更新については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの SSM Agent のイン
ストールと設定を参照してください。

CloudWatch エージェントが開始されない
CloudWatch エージェントが開始されない場合、設定に問題がある可能性があります。設定
情報は、configuration-validation.log ファイルにログ記録されます。このファイル
は、Linux サーバーでは /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/configuration-
validation.log に、Windows Server を実行しているサーバーでは $Env:ProgramData\Amazon
\AmazonCloudWatchAgent\Logs\configuration-validation.log にあります。

CloudWatch エージェントが実行されていることを確
認する
CloudWatch エージェントのクエリを実行して、実行中か停止中かを調べることができます。これをリ
モートに行うには、AWS Systems Manager を使用できます。コマンドラインを使用することもできます
が、チェックできるのはローカルサーバーだけです。
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Run Command を使用して CloudWatch エージェントのステータスをクエリするには

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Run Command] を選択します。

-または-

AWS Systems Manager のホームページが表示された場合は、スクロールダウンして [Explore Run 
Command] (Run Command の詳細) を選択します。

3. [Run command (コマンドの実行)] を選択します。
4. [コマンドドキュメント] リストで、[AmazonCloudWatch-ManageAgent] の横のボタンをクリックしま

す。
5. [Action] リストで、[status] を選択します。
6. [オプションの設定ソース] で [デフォルト] を選択し、[オプションの設定場所] を空白のままにしま

す。
7. [Target] 領域で、確認するインスタンスを選択します。
8. [Run (実行)] を選択します。

エージェントが実行されている場合、出力は次のようになります。

{ 
       "status": "running", 
       "starttime": "2017-12-12T18:41:18", 
       "version": "1.73.4"
}

エージェントが停止した場合、"status" フィールドには "stopped" が表示されます。

コマンドラインを使用して CloudWatch エージェントのステータスのクエリをローカルで実行す
るには

• Linux サーバーで、次のように入力します。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -m ec2 -a status

Windows Server を実行しているサーバーの場合、管理者として PowerShell で次のように入力しま
す。

& $Env:ProgramFiles\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1 -m ec2 
 -a status

CloudWatch エージェントが起動ぜず、Amazon EC2 
リージョンに関するエラーが発生する
エージェントが起動せず、エラーメッセージに Amazon EC2 リージョンのエンドポイントが示されている
場合は、Amazon EC2 エンドポイントへのアクセス権を必要とするエージェントを設定しただけで、その
アクセス権を付与していない可能性があります。

例えば、エージェントの設定ファイルで Amazon EC2 メタデータに依存する値を append_dimensions
パラメータに指定し、プロキシー使用する場合は、そのサーバーが Amazon EC2 のエンドポイントにアク
セスできることを確認する必要があります。これらのエンドポイントの詳細については、「Amazon Web 

989

https://console.aws.amazon.com/systems-manager/


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch エージェントが 

Windows Server で開始されない

Services 全般のリファレンス」の「Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)」を参照してくださ
い。

CloudWatch エージェントが Windows Server で開始
されない
Windows Server では、次のエラーが表示されることがあります。

Start-Service : Service 'Amazon CloudWatch Agent (AmazonCloudWatchAgent)' cannot be started 
 due to the following
error: Cannot start service AmazonCloudWatchAgent on computer '.'.
At C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1:113 
 char:12
+     $svc | Start-Service
+            ~~~~~~~~~~~~~ 
    + CategoryInfo          : OpenError: 
 (System.ServiceProcess.ServiceController:ServiceController) [Start-Service], 
   ServiceCommandException 
    + FullyQualifiedErrorId : 
 CouldNotStartService,Microsoft.PowerShell.Commands.StartServiceCommand

これを修正するには、まずサーバーサービスが実行中であることを確認します。このエラーは、サーバー
サービスが実行されていないときにエージェントが起動しようとした場合に表示されます。

サーバーサービスがすでに実行されている場合は、以下の点が問題である可能性があります。一部の 
Windows Server インストールでは、CloudWatch エージェントの起動に 30 秒以上かかります。Windows 
Server では、サービスの起動に許容されるデフォルトの時間が 30 秒のみであるため、エージェントが失
敗して次のようなエラーが表示される場合があります。

この問題を修正するには、サービスのタイムアウト値を増やします。詳細については、「サービスが開始
されず、イベント 7000 および 7011 が Windows イベントログに記録される」を参照してください。

Windows Server で認証情報が見つかりません
Windows Server で $SystemDrive\\Users\\Administrator\\.aws (Windows Server 2012) または
“$SystemDrive\\Documents and Settings\\Administrator\\.aws (Windows Server 2003) 以
外の場所に認証情報がある場合、common.toml で shared_credential_file オプションを使用して
独自の認証情報のパスを指定できます。

認証情報ファイルがない場合は、作成する必要があります。詳細については、「(オプション) プロキシ情
報またはリージョン情報の一般的な設定を変更する (p. 881)」を参照してください。

メトリクスの場所
CloudWatch エージェントが実行されているが、そのエージェントによって収集されたメトリクスが AWS 
Management Console または AWS CLI で見つからない場合、適切な名前空間を使用していることを確認
します。エージェントによって収集されるメトリクスの名前空間は、デフォルトでは CWAgent です。こ
の名前空間は、エージェント設定ファイルの [namespace] セクションの [metrics] フィールドを使用し
てカスタマイズできます。予想されるメトリクスが表示されない場合、設定ファイルで、使用している名
前空間を確認してください。

CloudWatch エージェントパッケージを初めてダウンロードした場合、エージェント設定ファイルは
amazon-cloudwatch-agent.json です。このファイルは、設定ウィザードを実行したディレクトリ
にあります。または、別のディレクトリに自分で移動した可能性があります。設定ウィザードを使用し
た場合は、ウィザードからのエージェント設定ファイル出力の名前は config.json です。namespace
フィールドなど、設定ファイルの詳細については、「 CloudWatch エージェント設定ファイル: Metrics セ
クション (p. 915)」を参照してください。

990

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#ec2_region
https://support.microsoft.com/en-us/help/922918/a-service-does-not-start-and-events-7000-and-7011-are-logged-in-window
https://support.microsoft.com/en-us/help/922918/a-service-does-not-start-and-events-7000-and-7011-are-logged-in-window


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch エージェントが、コンテナで実行に長い時

間がかかる、またはホップ制限のエラーをログに記録する

CloudWatch エージェントが、コンテナで実行に長い
時間がかかる、またはホップ制限のエラーをログに記
録する
CloudWatch エージェントをコンテナサービスとして実行し、エージェントによって収集されたすべて
のメトリクスに Amazon EC2 メトリクスのディメンションを追加する場合、エージェントのバージョン 
v1.247354.0 で次のエラーが表示されることがあります。

2022-06-07T03:36:11Z E! [processors.ec2tagger] ec2tagger: Unable to retrieve Instance 
 Metadata Tags. This plugin must only be used on an EC2 instance.
2022-06-07T03:36:11Z E! [processors.ec2tagger] ec2tagger: Please increase hop limit to 2 by 
 following this document https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/configuring-
instance-metadata-options.html#configuring-IMDS-existing-instances.
2022-06-07T03:36:11Z E! [telegraf] Error running agent: could not initialize processor 
 ec2tagger: EC2MetadataRequestError: failed to get EC2 instance identity document
caused by: EC2MetadataError: failed to make EC2Metadata request 
        status code: 401, request id:  
caused by:

このエラーは、エージェントが適切なホップ制限なしでコンテナ内の IMDSv2 からメタデータを取得しよ
うとした場合に表示されることがあります。v1.247354.0 より前のバージョンのエージェントでは、ログ
メッセージが表示されることなくこの問題が発生する可能性があります。

これを解決するには、「インスタンスメタデータオプションの設定」の指示に従い、ホップ制限を 2 に増
やします。

エージェントの設定を更新しましたが、CloudWatch 
コンソールに新しいメトリクスやログが表示されませ
ん
CloudWatch エージェント設定ファイルを更新した場合、次回にエージェントを起動したときに、fetch-
config オプションを使用する必要があります。例えば、更新したファイルをローカルコンピュータに保
存した場合は、次のコマンドを入力します。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -s -m 
 ec2 -c file:configuration-file-path

CloudWatch エージェントファイルとロケーション
次の表は、Linux や Windows Server を実行しているサーバー上に CloudWatch エージェントによってイン
ストールされて使用されるファイルおよびインストール先の一覧です。

ファイル Linux のロケーション Windows Server のロケーション

エージェントの起動、停止、再
起動を制御する制御スクリプ
ト。

/opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/bin/
amazon-cloudwatch-agent-
ctl、または /usr/bin/
amazon-cloudwatch-agent-
ctl

$Env:ProgramFiles\Amazon
\AmazonCloudWatchAgent
\amazon-cloudwatch-
agent-ctl.ps1
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ファイル Linux のロケーション Windows Server のロケーション

エージェントが書き込むログ
ファイル。 に接続する場合は、
このファイルをアタッチする必
要がありますAWS Support

/opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/logs/
amazon-cloudwatch-
agent.log、または /var/
log/amazon/amazon-
cloudwatch-agent/amazon-
cloudwatch-agent.log

$Env:ProgramData\Amazon
\AmazonCloudWatchAgent
\Logs\amazon-cloudwatch-
agent.log

エージェント妥当性確認検証
ファイル。

/opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/
logs/configuration-
validation.log、また
は /var/log/amazon/
amazon-cloudwatch-
agent/configuration-
validation.log

$Env:ProgramData\Amazon
\AmazonCloudWatchAgent
\Logs\configuration-
validation.log

ウィザードが作成した直後に、
エージェントの設定に使用され
る JSON ファイル。詳細につ
いては、「」を参照してくださ
いCloudWatch エージェント設定
ファイルを作成する (p. 908)

/opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/bin/
config.json

$Env:ProgramFiles\Amazon
\AmazonCloudWatchAgent
\config.json

この設定ファイルが Parameter 
Store からダウンロードした場合
に、エージェントの設定に使用
される JSON ファイル。

/opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/etc/
amazon-cloudwatch-
agent.json、または /
etc/amazon/amazon-
cloudwatch-agent/amazon-
cloudwatch-agent.json

$Env:ProgramData\Amazon
\AmazonCloudWatchAgent
\amazon-cloudwatch-
agent.json

エージェントで使用するリー
ジョン情報と認証情報を指定す
るための TOML ファイル (システ
ムのデフォルト値を上書きしま
す)。

/opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/etc/
common-config.toml、ま
たは /etc/amazon/amazon-
cloudwatch-agent/common-
config.toml

$Env:ProgramData\Amazon
\AmazonCloudWatchAgent
\common-config.toml

JSON 設定ファイルの変換さ
れた内容を含む TOML ファイ
ル。amazon-cloudwatch-
agent-ctl スクリプトは、こ
のファイルを生成します。この
ファイルは直接変更しないでく
ださい。JSON から TOML への
変換が正常に完了したことを確
認するのに役立ちます。

/opt/aws/amazon-
cloudwatch-agent/etc/
amazon-cloudwatch-
agent.toml、または /
etc/amazon/amazon-
cloudwatch-agent/amazon-
cloudwatch-agent.toml

$Env:ProgramData\Amazon
\AmazonCloudWatchAgent
\amazon-cloudwatch-
agent.toml
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CloudWatch エージェントのバージョンについての情
報の検索
Linux サーバー上の CloudWatch エージェントのバージョン番号を検索するには、次のコマンドを入力し
ます。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a status

Windows Server 上の CloudWatch エージェントのバージョン番号を検索するには、次のコマンドを入力し
ます。

& $Env:ProgramFiles\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1 -m ec2 -a 
 status

Note

このコマンドを使用することは、CloudWatch エージェントのバージョンを検索する正しい方法
です。コントロールパネルの [Programs and Features (プログラムと機能)] を使用すると、誤った
バージョン番号が表示されます。

エージェントに対する最新の変更に関する README ファイル、およびダウンロード可能なバージョン番
号を示すファイルをダウンロードすることもできます。これらのファイルは次の場所にあります。

• https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/info/latest/RELEASE_NOTES、
または https://s3.region.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-Region/info/
latest/RELEASE_NOTES

• https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/info/latest/CWAGENT_VERSION、
または https://s3.region.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent-Region/info/
latest/CWAGENT_VERSION

CloudWatch エージェントによって生成されたログ
エージェントは、実行されている間ログを生成します。このログには、トラブルシューティング情
報が含まれています。このログは、amazon-cloudwatch-agent.log ファイルで確認できます。
このファイルは、Linux サーバーでは /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/logs/amazon-
cloudwatch-agent.log に、Windows Server を実行しているサーバーでは $Env:ProgramData
\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\Logs\amazon-cloudwatch-agent.log にあります。

amazon-cloudwatch-agent.log ファイルに追加の詳細を記録するようにエージェントを設定で
きます。エージェント設定ファイルの agent セクションで、debug フィールドを true に設定した
後、CloudWatch エージェントを再設定して再起動します。この追加情報のログ記録を無効にするに
は、debug フィールドを false に設定します。次に、エージェントを再設定して再起動します。(詳細に
ついては、 CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成または編集する (p. 913) を参照してく
ださい)。

バージョン 1.247350.0 以降の CloudWatch エージェントでは、必要に応じて、エージェント設定ファイル
の agent セクションの aws_sdk_log_level フィールドに、次のオプションの 1 つまたは複数を指定で
きます。複数のオプションは、| 文字で区切ります。

• LogDebug
• LogDebugWithSigning
• LogDebugWithHTTPBody
• LogDebugRequestRetries
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• LogDebugWithEventStreamBody

これらのオプションの詳細については、「LogLevelType」を参照してください。

CloudWatch エージェントの停止と再起動
AWS Systems Manager またはコマンドラインを使用して CloudWatch エージェントを手動で停止できま
す。

Run Command を使用して CloudWatch エージェントを停止するには

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Run Command] を選択します。

-または-

AWS Systems Manager のホームページが表示された場合は、スクロールダウンして [Explore Run 
Command] (Run Command の詳細) を選択します。

3. [Run command (コマンドの実行)] を選択します。
4. [Command document] リストで、[AmazonCloudWatch-ManageAgent] を選択します。
5. [Targets] 領域で、CloudWatch エージェントをインストールしたインスタンスを選択します。
6. [Action] リストで、[stop] を選択します。
7. [Optional Configuration Source] と [Optional Configuration Location] は空白のままにします。
8. [Run (実行)] を選択します。

コマンドラインを使用して CloudWatch エージェントをローカルで停止するには

• Linux サーバーで、次のように入力します。

sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -m ec2 -a stop

Windows Server を実行しているサーバーの場合、管理者として PowerShell で次のように入力しま
す。

& $Env:ProgramFiles\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\amazon-cloudwatch-agent-ctl.ps1 -m ec2 
 -a stop

エージェントを再起動するには、「CloudWatch エージェントを起動する (p. 891)」の手順に従います。
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CloudWatch 埋め込みメトリクス
フォーマットを使用して高カーディ
ナリティログを取り込み、メトリク
スを生成する

CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットを使用すると、複雑な高カーディナリティーアプリケー
ションデータをログの形式で取り込み、それらから実用的なメトリクスを生成できます。詳細なログイベ
ントデータと一緒にカスタムメトリクスを埋め込むことができます。CloudWatch はカスタムメトリクス
を自動的に抽出し、リアルタイムのインシデント検出のためにそれらを可視化して警告できるようにしま
す。また、CloudWatch Logs Insights を使用して、抽出されたメトリクスに関連付けられた詳細なログイ
ベントを照会し、運用イベントの根本原因に関する深い洞察を提供できます。

埋め込みメトリクスフォーマットは、Lambda 関数やコンテナなどの一時的なリソースから実用的なカス
タムメトリクスを生成するのに役立ちます。埋め込みメトリックフォーマットを使用してこれらの一時的
なリソースからログを送信することにより、ログデータの強力な分析機能を獲得しながら、個別のコード
をインストルメント化または保守することなく、カスタムメトリックを簡単に作成できるようになりまし
た。

埋め込みメトリクスフォーマットを使用すると、クライアントライブラリを使用してログを生成でき
ます – 詳細については、「クライアントライブラリを使用した組み込みメトリクスフォーマットロ
グの生成 (p. 996)」を参照してください。または、手動でログを作成し、PutLogEvents API または 
CloudWatch エージェントを使用してログを送信することもできます。

ログの取り込みとアーカイブ、および生成されるカスタムメトリックには料金が発生します。詳細につい
ては、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

Note

カスタムメトリックの使用状況と対応する請求に影響するため、メトリックの抽出を設定すると
きには注意が必要です。高カーディナリティディメンション（requestId など）に基づいて意
図せずにメトリックを作成すると、埋め込みメトリックフォーマットにより、各一意のディメン
ションの組み合わせに対応するカスタムメトリックが意図的に作成されます。詳細については、
「ディメンション」を参照してください。

トピック
• 埋め込みメトリクスフォーマットを使用したログの生成 (p. 995)
• コンソールでのメトリクスおよびログの表示 (p. 1009)
• 埋め込みメトリクス形式で作成されたメトリクスにアラームを設定する (p. 1010)

埋め込みメトリクスフォーマットを使用したログの
生成

次の方法で埋め込みメトリックフォーマットログを生成できます。
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• オープンソースのクライアントライブラリを使用してログを生成して送信する
• ログを手動で生成し、CloudWatch エージェントまたは PutLogEvents API を使用してログを送信する

手動の方法のいずれかを使用する場合、ログは定義された JSON 形式に従う必要があります。

トピック
• クライアントライブラリを使用した組み込みメトリクスフォーマットログの生成 (p. 996)
• OpenTelemetry 用の AWS ディストリビューションでの埋め込みメトリクスフォーマットの使

用 (p. 996)
• 埋込みメトリクスフォーマットログの手動生成 (p. 996)

クライアントライブラリを使用した組み込みメトリク
スフォーマットログの生成
Amazon では、埋め込みメトリックフォーマットログの作成に使用できるオープンソースのクライアント
ライブラリを提供しています。現在、これらのライブラリは次の言語で使用できます。他の言語のサポー
トが予定されています。

ライブラリとその使用方法の手順は Github にあります。次のリンクを使用します。

• Node.Js
• Python
• Java
• C#

OpenTelemetry 用の AWS ディストリビューションで
の埋め込みメトリクスフォーマットの使用
埋め込みメトリックフォーマットは、OpenTelemetry プロジェクトの一部として使用できま
す。OpenTelemetry は、1 つの仕様と API セットを提供することにより、トレース、ログ、およびメトリ
クスに関するベンダー固有の形式間の境界や制限を取り除くオープンソースのイニシアチブです。詳細に
ついては、「OpenTelemetry」を参照してください。

OpenTelemetry で埋め込みメトリクスフォーマットを使用するには、OpenTelemetry に準拠している
データソースと、CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットのログで使用できる AWS Distro for 
OpenTelemetry の 2 つのコンポーネントが必要です。

OpenTelemetry コンポーネントの再配布は、AWS によって維持され、オンボーディングをできるだけ簡
単にするために事前設定されています。埋め込みメトリクスフォーマットで OpenTelemetry を使用する方
法については、他の AWS のサービスに加えて、「AWS Distro for OpenTelemetry」を参照してください。

言語サポートと使用方法の詳細については、「AWS Observability on Github」を参照してください。

埋込みメトリクスフォーマットログの手動生成
手動で作成した埋め込みメトリクスフォーマットログを送信するには、PutLogEvents API または 
CloudWatch エージェントを使用します。

次の方法のいずれかを使用する場合は、埋め込みメトリックフォーマットの仕様に従う必要があります。
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トピック
• 仕様: 埋め込みメトリクスフォーマット  (p. 997)
• PutLogEvents API を使用した手動作成の埋め込みメトリクスフォーマットログの送信 (p. 1003)
• CloudWatch エージェントを使用した埋め込みメトリクスフォーマットログの送信 (p. 1004)

仕様: 埋め込みメトリクスフォーマット
CloudWatch 埋め込みメトリクスフォーマットは、構造化ログイベントに埋め込まれたメトリクス値を自
動的に抽出するように CloudWatch Logs に指示するために使用される JSON 仕様です。CloudWatch を使
用して、抽出されたメトリクス値のアラームをグラフ化および作成できます。

埋め込みメトリクスフォーマット仕様の表記規則

このフォーマット仕様では、「する必要がある」、「することはできない」、「必須」、「しなければな
らない」、「してはならない」、「すべきである」、「すべきではない」、「推奨」、「することがで
きる」、「オプション」というキーワードは、キーワード RFC 2119で説明されているように解釈されま
す。

このフォーマット仕様では、「JSON」、「JSON テキスト」、「JSON 値」、「メンバー」、「要素」、
「オブジェクト」、「配列」、「数値」、「文字列」、「boolean」、「true」、「false」、「null」とい
う用語は、JavaScript Object Notation RFC8259 で定義されているように解釈されます。

埋め込みメトリクスフォーマット仕様の PutLogEvents リクエスト形式

CloudWatch Logs の PutLogEvents API を使用して埋め込みメトリクスフォーマットドキュメントを送信
するときに、クライアントが以下のログ形式ヘッダーを使用する必要はなくなりました。

x-amzn-logs-format: json/emf

Lambda では、このヘッダーを自分で設定する必要はありません。埋め込みメトリクス形式で JSON を標
準出力に書き込むだけで十分です。Lambda は、タイムスタンプやリクエスト ID などのメタデータをログ
イベントの先頭に付加しますが、このメタデータの後の有効な埋め込みメトリクス形式ドキュメントは有
効と見なされます。

Note

埋め込みメトリクス形式を使用して作成されたメトリクスに対してアラームを作成する予定があ
る場合は、「埋め込みメトリクス形式で作成されたメトリクスにアラームを設定する (p. 1010)」
の推奨事項を参照してください。

埋め込みメトリクスフォーマットドキュメントの構造

このセクションでは、埋め込みメトリクスフォーマットドキュメントの構造について説明します。埋め込
みメトリックフォーマットドキュメントは、JavaScript Object Notation RFC8259 で定義されています。

特に明記されていない限り、この仕様で定義されたオブジェクトに追加のメンバーを含めることはできま
せん。この仕様で認識されないメンバーは無視する必要があります。この仕様で定義されているメンバー
は、大文字と小文字が区別されます。

埋め込みメトリクスフォーマットは、標準 CloudWatch Logs イベントと同じ制限が適用され、最大サイズ
は 256 KB に制限されます。

埋め込みメトリクス形式を使用すると、アカウントの AWS/Logs 名前空間で公開されるメトリクスによっ
て、EMF ログの処理を追跡することができます。これらのメトリクスは、EMF からのメトリクス生成の
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失敗を追跡するために使用できます。また、障害が発生したのは解析によるものなのか、検証によるもの
なのかを追跡できます。詳細については、「CloudWatch メトリクスによるモニタリング」を参照してく
ださい。

ルートノード

LogEvent メッセージは、LogEvent メッセージ文字列の先頭または末尾に追加データがない有効な JSON 
オブジェクトである必要があります。LogEvent 構造の詳細については、「InputLogEvent」を参照してく
ださい。

埋め込みメトリックフォーマットドキュメントには、ルートノード上の次の最上位メンバーが含まれてい
る必要があります。これは メタデータオブジェクト (p. 998) オブジェクトです。

{ 
 "_aws": { 
    "CloudWatchMetrics": [ ... ] 
  }
}

ルートノードには、MetricDirective オブジェクト (p. 998) の参照によって定義されたすべての ターゲッ
トメンバー (p. 1000) メンバーが含まれている必要があります。

ルートノードには、上記の要件に含まれていない他のメンバーを含めることができます。これらのメン
バーの値は有効な JSON 型である必要があります。

メタデータオブジェクト

_aws メンバーを使用して、ダウンストリームサービスに LogEvent の処理方法を通知するペイロードに関
するメタデータを表すことができます。値はオブジェクトでなければならず、次のメンバーが含まれてい
る必要があります。

• CloudWatchMetrics – LogEvent のルートノードからメトリクスを抽出するように CloudWatch に指示す
るために使用される MetricDirective オブジェクト (p. 998) の配列。

{ 
  "_aws": { 
    "CloudWatchMetrics": [ ... ] 
  }
}

• Timestamp – イベントから抽出されたメトリクスに使用されるタイムスタンプを表す数値。値は、1970 
年 1 月 1 日 00:00:00 UTC からのミリ秒数で表される必要があります。

{ 
  "_aws": { 
    "Timestamp": 1559748430481 
  }
}

MetricDirective オブジェクト

MetricDirective オブジェクトは、CloudWatch に抽出および発行されるメトリクスが LogEvent に含まれて
いることをダウンストリームサービスに通知します。MetricDirectives には、次のメンバーが含まれている
必要があります。

• Namespace – メトリクスの CloudWatch 名前空間を表す文字列。
• Dimensions – DimensionSet 配列 (p. 999)。
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• Metrics – MetricDefinition (p. 999) オブジェクトの配列。この配列に、100 個を超える MetricDefinition 
オブジェクトを含めることはできません。

DimensionSet 配列

DimensionSet は、ドキュメント内のすべてのメトリックに適用されるディメンションキーを含む文字列の
配列です。この配列内の値は、ターゲットメンバー (p. 1000) と呼ばれる、ルートノード上のメンバーで
ある必要もあります。

DimensionSet に、30 個を超えるディメンションキーを含めることはできません。DimensionSet が空であ
る可能性があります｡

ターゲットメンバーには文字列値が必要です。この値には、1024 文字以上を含めることはできません。
ターゲットメンバーにより、メトリック ID の一部として発行されるディメンションが定義されます。使用
する DimensionSet ごとに、CloudWatch に新しいメトリクスが作成されます。ディメンションの詳細につ
いては、「Dimension」と「ディメンション」を参照してください。

{ 
 "_aws": { 
   "CloudWatchMetrics": [ 
     { 
       "Dimensions": [ [ "functionVersion" ] ], 
       ... 
     } 
   ] 
 }, 
 "functionVersion": "$LATEST"
}

Note

カスタムメトリックの使用状況と対応する請求に影響するため、メトリックの抽出を設定すると
きには注意が必要です。高カーディナリティディメンション（requestId など）に基づいて意
図せずにメトリックを作成すると、埋め込みメトリックフォーマットにより、各一意のディメン
ションの組み合わせに対応するカスタムメトリックが意図的に作成されます。詳細については、
「ディメンション」を参照してください。

MetricDefinition オブジェクト

MetricDefinition は、次のメンバーを含める必要があるオブジェクトです。

• Name – メトリクス ターゲットメンバー (p. 1000) に対する文字列 参照値 (p. 1000)。メトリックター
ゲットは、数値または数値の配列でなければなりません。

MetricDefinition オブジェクトには、以下のメンバーを含めることができます。

• Unit – 対応するメトリクスの測定単位を表すオプションの文字列値。値は有効な CloudWatch メトリク
ス単位である必要があります。有効な単位については、「MetricDatum」を参照してください。値を指
定しない場合は、デフォルト値の NONE が使用されます。

• StorageResolution – 対応するメトリクスのストレージ解像度を表すオプションの整数値。これを 1 に設
定すると、このメトリクスが高解像度メトリクスとして指定されるので、CloudWatch は 1 分未満 (最小 
1 秒) の解像度でメトリクスを保存します。これを 60 に設定すると、このメトリクスが標準解像度メト
リクスとして指定され、CloudWatch は 1 分の解像度でメトリクスを保存します。値は、CloudWatch が
サポートする有効な解像度 (1 または 60) にする必要があります。値が指定されない場合は、デフォルト
値の 60 が想定されます。

高解像度メトリクスの詳細については、「高解像度のメトリクス (p. 177)」を参照してください。
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Note

埋め込みメトリクス形式を使用して作成されたメトリクスに対してアラームを作成する予定があ
る場合は、「埋め込みメトリクス形式で作成されたメトリクスにアラームを設定する (p. 1010)」
の推奨事項を参照してください。

{ 
  "_aws": { 
    "CloudWatchMetrics": [ 
      { 
        "Metrics": [ 
          { 
            "Name": "Time", 
            "Unit": "Milliseconds", 
            "StorageResolution": 60 
          } 
        ], 
        ... 
      } 
    ] 
  }, 
  "Time": 1
}

参照値

参照値は、ルートノード上の ターゲットメンバー (p. 1000) メンバーを参照する文字列値です。これらの
参照は、RFC6901 で説明されている JSON ポインタと混同しないでください。ターゲット値をネストす
ることはできません。

ターゲットメンバー

有効なターゲットは、ルートノード上のメンバーでなければならず、ネストされたオブジェクトにするこ
とはできません。たとえば、"A.a" の _reference_ 値は、次のメンバーと一致する必要があります。

{ "A.a" }

ネストされたメンバーと一致してはなりません。

{ "A": { "a" } }

ターゲットメンバーの有効な値は、それらを参照しているものによって異なります。メトリクスターゲッ
トは、数値または数値の配列である必要があります。数値配列メトリクスターゲットは、100 を超えるメ
ンバーを持つことはできません。ディメンションターゲットには文字列値が必要です。

埋め込みメトリクスフォーマットの例と JSON スキーマ

次に、埋め込みメトリックフォーマットの有効な例を示します。

{ 
  "_aws": { 
    "Timestamp": 1574109732004, 
    "CloudWatchMetrics": [ 
      { 
        "Namespace": "lambda-function-metrics", 
        "Dimensions": [["functionVersion"]], 
        "Metrics": [ 
          { 
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            "Name": "time", 
            "Unit": "Milliseconds", 
            "StorageResolution": 60 
          } 
        ] 
      } 
    ] 
  }, 
  "functionVersion": "$LATEST", 
  "time": 100, 
  "requestId": "989ffbf8-9ace-4817-a57c-e4dd734019ee"
}

次のスキーマを使用して、埋め込みメトリックフォーマットドキュメントを検証できます。

{ 
    "type": "object", 
    "title": "Root Node", 
    "required": [ 
        "_aws" 
    ], 
    "properties": { 
        "_aws": { 
            "$id": "#/properties/_aws", 
            "type": "object", 
            "title": "Metadata", 
            "required": [ 
                "Timestamp", 
                "CloudWatchMetrics" 
            ], 
            "properties": { 
                "Timestamp": { 
                    "$id": "#/properties/_aws/properties/Timestamp", 
                    "type": "integer", 
                    "title": "The Timestamp Schema", 
                    "examples": [ 
                        1565375354953 
                    ] 
                }, 
                "CloudWatchMetrics": { 
                    "$id": "#/properties/_aws/properties/CloudWatchMetrics", 
                    "type": "array", 
                    "title": "MetricDirectives", 
                    "items": { 
                        "$id": "#/properties/_aws/properties/CloudWatchMetrics/items", 
                        "type": "object", 
                        "title": "MetricDirective", 
                        "required": [ 
                            "Namespace", 
                            "Dimensions", 
                            "Metrics" 
                        ], 
                        "properties": { 
                            "Namespace": { 
                                "$id": "#/properties/_aws/properties/CloudWatchMetrics/
items/properties/Namespace", 
                                "type": "string", 
                                "title": "CloudWatch Metrics Namespace", 
                                "examples": [ 
                                    "MyApp" 
                                ], 
                                "pattern": "^(.*)$", 
                                "minLength": 1, 
                                "maxLength": 1024 
                            }, 
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                            "Dimensions": { 
                                "$id": "#/properties/_aws/properties/CloudWatchMetrics/
items/properties/Dimensions", 
                                "type": "array", 
                                "title": "The Dimensions Schema", 
                                "minItems": 1, 
                                "items": { 
                                    "$id": "#/properties/_aws/properties/CloudWatchMetrics/
items/properties/Dimensions/items", 
                                    "type": "array", 
                                    "title": "DimensionSet", 
                                    "minItems": 0, 
                                    "maxItems": 30, 
                                    "items": { 
                                        "$id": "#/properties/_aws/properties/
CloudWatchMetrics/items/properties/Dimensions/items/items", 
                                        "type": "string", 
                                        "title": "DimensionReference", 
                                        "examples": [ 
                                            "Operation" 
                                        ], 
                                        "pattern": "^(.*)$", 
                                        "minLength": 1, 
                                        "maxLength": 250
} 
                                } 
                            }, 
                            "Metrics": { 
                                "$id": "#/properties/_aws/properties/CloudWatchMetrics/
items/properties/Metrics", 
                                "type": "array", 
                                "title": "MetricDefinitions", 
                                "items": { 
                                    "$id": "#/properties/_aws/properties/CloudWatchMetrics/
items/properties/Metrics/items", 
                                    "type": "object", 
                                    "title": "MetricDefinition", 
                                    "required": [ 
                                        "Name" 
                                    ], 
                                    "properties": { 
                                        "Name": { 
                                            "$id": "#/properties/_aws/properties/
CloudWatchMetrics/items/properties/Metrics/items/properties/Name", 
                                            "type": "string", 
                                            "title": "MetricName", 
                                            "examples": [ 
                                                "ProcessingLatency" 
                                            ], 
                                            "pattern": "^(.*)$", 
                                            "minLength": 1, 
                                            "maxLength": 1024 
                                        }, 
                                        "Unit": { 
                                            "$id": "#/properties/_aws/properties/
CloudWatchMetrics/items/properties/Metrics/items/properties/Unit", 
                                            "type": "string", 
                                            "title": "MetricUnit", 
                                            "examples": [ 
                                                "Milliseconds" 
                                            ], 
                                            "pattern": "^(Seconds|Microseconds|
Milliseconds|Bytes|Kilobytes|Megabytes|Gigabytes|Terabytes|Bits|Kilobits|Megabits|Gigabits|
Terabits|Percent|Count|Bytes\\/Second|Kilobytes\\/Second|Megabytes\\/Second|Gigabytes\\/
Second|Terabytes\\/Second|Bits\\/Second|Kilobits\\/Second|Megabits\\/Second|Gigabits\\/
Second|Terabits\\/Second|Count\\/Second|None)$" 
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                                         }, 
                                         "StorageResolution": { 
                                            "$id": "#/properties/_aws/properties/
CloudWatchMetrics/items/properties/Metrics/items/properties/StorageResolution", 
                                            "type": "integer", 
                                            "title": "StorageResolution", 
                                            "examples": [ 
                                                60 
                                            ] 
                                         } 
                                    } 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

PutLogEvents API を使用した手動作成の埋め込みメトリクス
フォーマットログの送信
CloudWatch Logs の PutLogEvents API を使用して、埋め込みメトリクスフォームログを CloudWatch 
Logs に送信できます。PutLogEvents を呼び出すときは、メトリクスを抽出する必要があることを 
CloudWatch Logs に指示するために、オプションで以下の HTTP ヘッダーを含めることができますが、必
須ではなくなりました。

x-amzn-logs-format: json/emf

AWS SDK for Java 2.x を使用した詳細な例を次に示します。

package org.example.basicapp;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.CloudWatchLogsClient;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.DescribeLogStreamsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.DescribeLogStreamsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.InputLogEvent;
import software.amazon.awssdk.services.cloudwatchlogs.model.PutLogEventsRequest;

import java.util.Collections;

public class EmbeddedMetricsExample { 
        public static void main(String[] args) { 

                final String usage = "To run this example, supply a Region code (eg. us-
east-1), log group, and stream name as command line arguments" 
                                + "Ex: PutLogEvents <region-id> <log-group-name> <stream-
name>"; 

                if (args.length != 3) { 
                        System.out.println(usage); 
                        System.exit(1); 
                } 

                String regionId = args[0]; 
                String logGroupName = args[1]; 
                String logStreamName = args[2]; 
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                CloudWatchLogsClient logsClient = 
 CloudWatchLogsClient.builder().region(Region.of(regionId)).build(); 

                // Build a JSON log using the EmbeddedMetricFormat. 
                long timestamp = System.currentTimeMillis(); 
                String message = "{" + 
                                "  \"_aws\": {" + 
                                "    \"Timestamp\": " + timestamp  + "," + 
                                "    \"CloudWatchMetrics\": [" + 
                                "      {" + 
                                "        \"Namespace\": \"MyApp\"," + 
                                "        \"Dimensions\": [[\"Operation\"], [\"Operation\", 
 \"Cell\"]]," + 
                                "        \"Metrics\": [{ \"Name\": \"ProcessingLatency\", 
 \"Unit\": \"Milliseconds\", \"StorageResolution\": 60 }]" + 
                                "      }" + 
                                "    ]" + 
                                "  }," + 
                                "  \"Operation\": \"Aggregator\"," + 
                                "  \"Cell\": \"001\"," + 
                                "  \"ProcessingLatency\": 100" + 
                                "}"; 
                InputLogEvent inputLogEvent = InputLogEvent.builder() 
                        .message(message) 
                        .timestamp(timestamp) 
                        .build(); 

                // Specify the request parameters. 
                PutLogEventsRequest putLogEventsRequest = PutLogEventsRequest.builder() 
                        .logEvents(Collections.singletonList(inputLogEvent)) 
                        .logGroupName(logGroupName) 
                        .logStreamName(logStreamName) 
                        .build(); 

                logsClient.putLogEvents(putLogEventsRequest); 

                System.out.println("Successfully put CloudWatch log event"); 
        }

}

Note

埋め込みメトリクス形式を使用すると、アカウントの AWS/Logs 名前空間で公開されるメトリク
スによって、EMF ログの処理を追跡することができます。これらのメトリクスは、EMF からの
メトリクス生成の失敗を追跡するために使用できます。また、障害が発生したのは解析によるも
のなのか、検証によるものなのかを追跡できます。詳細については、「CloudWatch メトリクス
によるモニタリング」を参照してください。

CloudWatch エージェントを使用した埋め込みメトリクスフォー
マットログの送信
この方法を使用するには、まず組み込みメトリクスフォームログを送信するサービスの CloudWatch エー
ジェントをインストールしてから、イベントの送信を開始します。

CloudWatch エージェントは、バージョン 1.230621.0 以降である必要があります。
Note

Lambda 関数からログを送信するために CloudWatch エージェントをインストールする必要はあ
りません。
Lambda 関数のタイムアウトは自動的に処理されません。つまり、メトリックがフラッシュされ
る前に関数がタイムアウトすると、その呼び出しのメトリックはキャプチャされません。
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CloudWatch エージェントのインストール
埋め込みメトリクスフォーマットログを送信するサービスごとに CloudWatch エージェントをインストー
ルします。

EC2 への CloudWatch エージェントのインストール

まず、インスタンスに CloudWatch エージェントをインストールします。(詳細については、CloudWatch 
エージェントのインストール (p. 867) を参照してください)。

エージェントをインストールしたら、埋め込みメトリックフォーマットログを UDP または TCP ポートで
リッスンするようにエージェントを設定します。次に、デフォルトソケット tcp:25888 をリッスンする
この設定の例を示します。エージェント設定の詳細については、 CloudWatch エージェント設定ファイル
を手動で作成または編集する (p. 913)を参照してください。

{ 
  "logs": { 
    "metrics_collected": { 
      "emf": { } 
    } 
  }
}

Amazon ECS への CloudWatch エージェントのインストール

Amazon ECS に CloudWatch エージェントをデプロイする最も簡単な方法は、それをサイドカーとして実
行し、アプリケーションと同じタスク定義で定義することです。

エージェント設定ファイルを作成する

CloudWatch エージェント設定ファイルをローカルに作成します。この例では、相対ファイルパスは
amazon-cloudwatch-agent.json になります。

エージェント設定の詳細については、 CloudWatch エージェント設定ファイルを手動で作成または編集す
る (p. 913)を参照してください。

{ 
  "logs": { 
    "metrics_collected": { 
      "emf": { } 
    } 
  }
}

設定を SSM パラメータストアにプッシュする

次のコマンドを入力して、CloudWatch エージェント設定ファイルを AWS Systems Manager (SSM) 
Parameter Store にプッシュします。

aws ssm put-parameter \ 
    --name "cwagentconfig" \ 
    --type "String" \ 
    --value "`cat amazon-cloudwatch-agent.json`" \ 
    --region "{{region}}"

タスク定義を設定する

CloudWatch エージェントを使用して TCP または UDP ポートを公開するようにタスク定義を設定しま
す。使用するサンプルのタスク定義は、ネットワークモードによって異なります。

1005



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
埋込みメトリクスフォーマットログの手動生成

webapp によって AWS_EMF_AGENT_ENDPOINT 環境変数が指定されることに注意してください。これ
はライブラリで使用され、エージェントがリッスンしているエンドポイントを指している必要がありま
す。さらに、cwagent により、前の手順で作成した SSM 設定を指す「valueFrom」パラメータとして
CW_CONFIG_CONTENT が指定されます。

このセクションでは、ブリッジモードの例と、ホストモードまたは awsvpc モードの例を 1 つ説明しま
す。Amazon ECS で CloudWatch エージェントを設定する方法の例については、Github サンプルリポジト
リを参照してください。

次に、ブリッジモードの例を示します。ブリッジモードネットワーキングが有効な場合、エージェントは
links パラメータを使用してアプリケーションにリンクし、コンテナ名を使用してアドレス指定する必要
があります。

{ 
  "containerDefinitions": [ 
          { 
              "name": "webapp", 
              "links": [ "cwagent" ], 
              "image": "my-org/web-app:latest", 
              "memory": 256, 
              "cpu": 256, 
              "environment": [{ 
                "name": "AWS_EMF_AGENT_ENDPOINT", 
                "value": "tcp://cwagent:25888" 
              }], 
          }, 
          { 
              "name": "cwagent", 
              "mountPoints": [], 
              "image": "public.ecr.aws/cloudwatch-agent/cloudwatch-agent:latest", 
              "memory": 256, 
              "cpu": 256, 
              "portMappings": [{ 
                  "protocol": "tcp", 
                  "containerPort": 25888 
              }], 
              "environment": [{ 
                "name": "CW_CONFIG_CONTENT", 
                "valueFrom": "cwagentconfig" 
              }], 
          } 
      ],
}

次に、ホストモードまたは awsvpc モードの例を示します。これらのネットワークモードで実行している
場合は、localhost を介してエージェントをアドレス指定することができます。

{ 
  "containerDefinitions": [ 
          { 
              "name": "webapp", 
              "image": "my-org/web-app:latest", 
              "memory": 256, 
              "cpu": 256, 
              "environment": [{ 
                "name": "AWS_EMF_AGENT_ENDPOINT", 
                "value": "tcp://127.0.0.1:25888" 
              }], 
          }, 
          { 
              "name": "cwagent", 
              "mountPoints": [], 
              "image": "public.ecr.aws/cloudwatch-agent/cloudwatch-agent:latest", 
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              "memory": 256, 
              "cpu": 256, 
              "portMappings": [{ 
                  "protocol": "tcp", 
                  "containerPort": 25888 
              }], 
              "environment": [{ 
                "name": "CW_CONFIG_CONTENT", 
                "valueFrom": "cwagentconfig" 
              }], 
          } 
      ],
}

Note

awsvpc モードでは、VPC にパブリック IP アドレスを割り当てるか (Fargate のみ)、NAT ゲー
トウェイをセットアップするか、CloudWatch Logs VPC エンドポイントを設定する必要があ
ります。NAT のセットアップの詳細については、「NAT ゲートウェイ」を参照してくださ
い。CloudWatch Logs VPC エンドポイントの設定の詳細については、「CloudWatch Logs とイン
ターフェイス VPC エンドポイントの使用」を参照してください。
次に、Fargate 起動タイプを使用するタスクにパブリック IP アドレスを割り当てる方法の例を示
します。

aws ecs run-task \  
--cluster {{cluster-name}} \
--task-definition cwagent-fargate \
--region {{region}} \
--launch-type FARGATE \
--network-configuration 
 "awsvpcConfiguration={subnets=[{{subnetId}}],securityGroups=[{{sgId}}],assignPublicIp=ENABLED}"

許可を確認する

タスクを実行する IAM ロールに SSM Parameter Store から読み取るためのアクセス許可があることを確
認します。このアクセス許可を追加するには、AmazonSSMReadOnlyAccess ポリシーをアタッチしま
す。これを行うには、次のコマンドを入力します。

aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMReadOnlyAccess \
--role-name CWAgentECSExecutionRole

Amazon EKS への CloudWatch エージェントのインストール

このクラスターに CloudWatch Container Insights を既にインストールしている場合は、このプロセスの一
部をスキップできます。

許可

Container Insights をまだインストールしていない場合は、まず Amazon EKS ノードに適切な IAM アクセ
ス許可があることを確認してください。これらのノードに CloudWatchAgentServerPolicy がアタッチされ
ている必要があります。(詳細については、前提条件を確認する (p. 485) を参照してください)。

ConfigMap を作成する

エージェントの ConfigMap を作成します。また、ConfigMap は TCP ポートまたは UDP ポートでリッス
ンするようにエージェントに指示します。次の ConfigMap を使用します。

# cwagent-emf-configmap.yaml
apiVersion: v1
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data: 
  # Any changes here must not break the JSON format 
  cwagentconfig.json: | 
    { 
      "agent": { 
        "omit_hostname": true 
      }, 
      "logs": { 
        "metrics_collected": { 
          "emf": { } 
        } 
      } 
    }
kind: ConfigMap
metadata: 
  name: cwagentemfconfig 
  namespace: default

Container Insights をすでにインストールしている場合は、既存の ConfigMap に次の "emf": { } 行を追
加します。

ConfigMap を適用する

次のコマンドを入力して、ConfigMap を適用します。

kubectl apply -f cwagent-emf-configmap.yaml

エージェントをデプロイする

CloudWatch エージェントをサイドカーとしてデプロイするには、次の例のようにポッド定義にエージェ
ントを追加します。

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata: 
  name: myapp 
  namespace: default
spec: 
  containers: 
    # Your container definitions go here 
    - name: web-app 
      image: my-org/web-app:latest 
    # CloudWatch Agent configuration 
    - name: cloudwatch-agent 
      image: public.ecr.aws/cloudwatch-agent/cloudwatch-agent:latest 
      imagePullPolicy: Always 
      resources: 
        limits: 
          cpu: 200m 
          memory: 100Mi 
        requests: 
          cpu: 200m 
          memory: 100Mi 
      volumeMounts: 
        - name: cwagentconfig 
          mountPath: /etc/cwagentconfig 
      ports: 
  # this should match the port configured in the ConfigMap 
        - protocol: TCP 
          hostPort: 25888 
          containerPort: 25888 
  volumes: 
    - name: cwagentconfig 
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      configMap: 
        name: cwagentemfconfig

CloudWatch エージェントを使用した埋め込みメトリクスフォーマットログの送
信

CloudWatch エージェントをインストールして実行するときに、埋め込みメトリクスフォーマットログを 
TCP または UDP 経由で送信できます。エージェント経由でログを送信する場合、次の 2 つの要件があり
ます。

• ログには、どのロググループを使用するかをエージェントに指示する LogGroupName キーを含める必
要があります。

• 各ログイベントは 1 行にする必要があります。つまり、ログイベントに改行 (\n) 文字を含めることはで
きません。

ログイベントは、埋め込みメトリックフォーマットの仕様に従う必要もあります。詳細については、「仕
様: 埋め込みメトリクスフォーマット  (p. 997)」を参照してください。

埋め込みメトリクス形式を使用して作成されたメトリクスに対してアラームを作成する予定がある場合
は、「埋め込みメトリクス形式で作成されたメトリクスにアラームを設定する (p. 1010)」の推奨事項を参
照してください。

次に、Linux の bash シェルからログイベントを手動で送信する例を示します。代わりに、選択したプログ
ラミング言語で提供される UDP ソケットインターフェイスを使用できます。

echo '{"_aws":{"Timestamp":1574109732004,"LogGroupName":"Foo","CloudWatchMetrics":
[{"Namespace":"MyApp","Dimensions":[["Operation"]],"Metrics":
[{"Name":"ProcessingLatency","Unit":"Milliseconds","StorageResolution":60}]}]},"Operation":"Aggregator","ProcessingLatency":100}' 
 \
> /dev/udp/0.0.0.0/25888

Note

埋め込みメトリクス形式を使用すると、アカウントの AWS/Logs 名前空間で公開されるメトリク
スによって、EMF ログの処理を追跡することができます。これらのメトリクスは、EMF からの
メトリクス生成の失敗を追跡するために使用できます。また、障害が発生したのは解析によるも
のなのか、検証によるものなのかを追跡できます。詳細については、「CloudWatch メトリクス
によるモニタリング」を参照してください。

コンソールでのメトリクスおよびログの表示
メトリクスを抽出する埋め込みメトリクスフォームログを生成した後、CloudWatch コンソールを使用し
てメトリクスを表示できます。埋め込みメトリックには、ログの生成時に指定したディメンションがあ
ります。また、クライアントライブラリを使用して生成した埋め込みメトリックには、次のデフォルトの
ディメンションもあります。

• ServiceType
• ServiceName
• LogGroup

埋め込みメトリックフォーマットログから生成されたメトリックを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. 埋め込みメトリックの生成時に指定した名前空間を選択します。クライアントライブラリを使用して

メトリックを生成し、名前空間を指定しなかった場合は、[aws-embedded-metrics] を選択します。こ
れは、クライアントライブラリを使用して生成された埋め込みメトリックのデフォルトの名前空間で
す。

4. メトリックディメンション（[ServiceName] など）を選択します。
5. [All metrics] タブには、名前空間内のそのディメンションのメトリクスがすべて表示されます。以下の

操作を行うことができます。

a. テーブルを並べ替えるには、列見出しを使用します。
b. メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。すべ

てのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択します。
c. リソースでフィルタするには、リソース ID を選択し、[Add to search] を選択します。
d. メトリクスでフィルタするには、メトリクスの名前を選択し、[Add to search] を選択します。

CloudWatch Logs Insights を使用したログのクエリ

CloudWatch Logs Insights を使用して、抽出されたメトリクスに関連付けられた詳細なログイベントをク
エリし、運用イベントの根本原因に関する深い洞察を提供できます。ログからメトリックを抽出する利点
の 1 つは、後で一意のメトリック（メトリック名と一意のディメンションセット）とメトリック値でロ
グをフィルタリングし、集計されたメトリック値に寄与したイベントのコンテキストを取得できることで
す。

例えば、影響を受けたリクエスト ID または X-Ray トレース ID を取得するには、CloudWatch Logs 
Insights で次のクエリを実行します。

filter Latency > 1000 and Operation = "Aggregator"
| fields RequestId, TraceId

また、イベントによって影響を受けた顧客を見つけるなど、高カーディナリティキーに対してクエリ時集
計を実行することもできます。以下に示しているのはこのポリシーの例です。

filter Latency > 1000 and Operation = "Aggregator"
| stats count() by CustomerId

詳細については、「CloudWatch Logs Insights を使用したログデータの分析」を参照してください

埋め込みメトリクス形式で作成されたメトリクスに
アラームを設定する

通常、埋め込みメトリク形式で生成されたメトリクスに対してアラームを作成する場合、他のメトリクス
にアラームを作成する場合と同じパターンに従います。詳細については、「 Amazon CloudWatch でのア
ラームの使用 (p. 180)」を参照してください。

埋め込みメトリクス形式のメトリクスの生成はログ公開フローによって異なります。これは、ログをメト
リクスに変換するには CloudWatch Logs で処理する必要があるためです。そのため、アラームが評価され
る期間内にメトリクスデータポイントが作成されるように、ログを適時に公開することが重要です。

埋め込みメトリクス形式を使用して高解像度のメトリクスを送信し、そのメトリクスに対してアラームを
作成する場合は、5 秒以下の間隔でログを CloudWatch Logs にフラッシュすることをおすすめします。こ
れにより、データが一部しかない、または見つからない際に発生するアラームの原因となる追加の遅延が
発生するのを避けることができます。CloudWatch エージェントを使用している場合は、CloudWatch エー
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埋め込みメトリクス形式で作成され
たメトリクスにアラームを設定する

ジェント設定ファイルで force_flush_interval パラメータを設定することでフラッシュ間隔を調整で
きます。この値のデフォルトは 5 秒です。

ログのフラッシュ間隔を制御できない他のプラットフォームで Lambda を使用している場合は、「N 中の 
M」アラームを使用して、アラームに使用するデータポイントの数を制御することを検討してください。
詳細については、「アラームの評価 (p. 181)」を参照してください。
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CloudWatch メトリクスを発行する 
AWS のサービス

以下の AWS サービスは CloudWatch にメトリクスを発行します。メトリクスとディメンションについて
は、指定されたドキュメントを参照してください。

サービス 名前空間 ドキュメント

AWS Amplify AWS/
AmplifyHosting

モニターリング

Amazon API 
Gateway

AWS/ApiGateway Amazon CloudWatch による API 実行のモニターリング

Amazon AppFlow AWS/AppFlow Amazon CloudWatch による Amazon AppFlow のモニターリ
ング

AWS App Runner AWS/AppRunner CloudWatch にレポートされた App Runner サービスメトリク
スの表示

AppStream 2.0 AWS/AppStream Amazon AppStream 2.0 リソースのモニターリング

AWS AppSync AWS/AppSync CloudWatch Metrics

Amazon Athena AWS/Athena CloudWatch メトリクスによる Athena クエリのモニターリン
グ

Amazon Aurora AWS/RDS Amazon Aurora のメトリクス

AWS Backup AWS/Backup CloudWatch を使用した AWS バックアップメトリクスのモニ
ターリング

AWS Billing and 
Cost Management

AWS/Billing アラートと通知による請求額のモニターリング

AWS Certificate 
Manager

AWS/
CertificateManager

サポートされている CloudWatch メトリクス

AWS Private CA AWS/
ACMPrivateCA

サポートされている CloudWatch メトリクス

AWS Chatbot AWS/Chatbot Amazon CloudWatch での AWS Chatbot のモニターリング

Amazon Chime 
SDK

AWS/ChimeSDK サービスメトリクス

AWS Client VPN AWS/ClientVPN Amazon CloudWatch によるモニターリング

Amazon 
CloudFront

AWS/CloudFront CloudWatch を使用した CloudFront アクティビティのモニ
ターリング

AWS CloudHSM AWS/CloudHSM CloudWatch メトリクスを取得する

Amazon 
CloudSearch

AWS/
CloudSearch

Amazon CloudWatch による Amazon CloudSearch ドメイン
のモニターリング
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https://docs.aws.amazon.com/amplify/latest/userguide/access-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/monitor-cw.html
https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/monitor-cw.html
https://docs.aws.amazon.com/appstream2/latest/developerguide/monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/monitoring.html#cw-metrics
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/query-metrics-viewing.html
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/query-metrics-viewing.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.AuroraMySQL.Monitoring.Metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/monitor-charges.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/PcaCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/chatbot/latest/adminguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/dg/service-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/monitoring-using-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/monitoring-using-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/hsm-metrics-cw.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudsearch/latest/developerguide/cloudwatch-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudsearch/latest/developerguide/cloudwatch-monitoring.html
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サービス 名前空間 ドキュメント

AWS CloudTrail AWS/CloudTrail 「Supported CloudWatch metrics」(サポートされている 
CloudWatch メトリクス)

CloudWatch エー
ジェント

CWAgent またはカ
スタム名前空間

CloudWatch エージェントにより収集されるメトリクス

CloudWatch メト
リクスストリーミ
ング

AWS/
CloudWatch/
MetricStreams

CloudWatch メトリクスを使用したメトリクスストリームの
モニターリング

CloudWatch RUM AWS/RUM CloudWatch RUM で収集できる CloudWatch メトリクス

CloudWatch 
Synthetics

CloudWatchSyntheticsCanary によって発行される CloudWatch メトリクス

Amazon 
CloudWatch Logs

AWS/Logs CloudWatch メトリクスの使用状況のモニターリング

AWS CodeBuild AWS/CodeBuild AWS CodeBuild のモニターリング

Amazon CodeGuru 
Profiler

AWS/
CodeGuruProfiler

Amazon CloudWatch で Amazon CodeGuru Profiler のモニ
ターリング

Amazon Cognito AWS/Cognito Amazon Cognito のモニターリング

Amazon Connect AWS/Connect Amazon CloudWatch メトリクスでの Amazon Connect のモ
ニターリング

Amazon Data 
Lifecycle Manager

AWS/
DataLifecycleManager

Amazon CloudWatch を使用してのポリシーのモニターリン
グ

AWS DataSync AWS/DataSync タスクのモニターリング

AWS Database 
Migration Service

AWS/DMS AWS DMS タスクのモニターリング

AWS Direct 
Connect

AWS/DX Amazon CloudWatch によるモニターリング

Amazon 
DocumentDB

AWS/DocDB Amazon DocumentDB のメトリクス

Amazon 
DynamoDB

AWS/DynamoDB DynamoDB のメトリクスとディメンション

DynamoDB 
Accelerator (DAX)

AWS/DAX DAX メトリクスおよびディメンションの表示

Amazon EC2 AWS/EC2 CloudWatch を使用したインスタンスのモニターリング

Amazon EC2 
Elastic Graphics

AWS/
ElasticGPUs

CloudWatch メトリクスを使用した Elastic Graphics のモニ
ターリング

Amazon EC2 ス
ポットフリート

AWS/EC2Spot スポットフリートの CloudWatch メトリクス

Amazon EC2 Auto 
Scaling (日本語)

AWS/
AutoScaling

CloudWatch を使用した Auto Scaling グループとインスタン
スのモニターリング
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-lake-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/metrics-collected-by-CloudWatch-agent.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-metric-streams-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-metric-streams-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-RUM-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries_metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CloudWatch-Logs-Monitoring-CloudWatch-Metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/monitoring-builds.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/profiler-ug/monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/profiler-ug/monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/monitor-dlm-cw-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/monitor-dlm-cw-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/monitor-datasync.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/cloud-watch.html#metrics-list
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/metrics-dimensions.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/dax-metrics-dimensions-dax.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/elastic-graphics-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/elastic-graphics-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-fleet-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-instance-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-instance-monitoring.html
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サービス 名前空間 ドキュメント

AWS Elastic 
Beanstalk

AWS/
ElasticBeanstalk

環境の Amazon CloudWatch カスタムメトリクスの発行

Amazon Elastic 
Block Store

AWS/EBS Amazon EBS の Amazon CloudWatch メトリクス

Amazon Elastic 
Container Service

AWS/ECS Amazon ECS CloudWatch メトリクス

Amazon ECS ク
ラスターの Auto 
Scaling

AWS/ECS/
ManagedScaling

Amazon ECS クラスターの Auto Scaling

Amazon Elastic 
File System

AWS/EFS CloudWatch によるモニターリング

Amazon Elastic 
Inference

AWS/
ElasticInference

CloudWatch メトリクスを使用した Amazon EI のモニターリ
ング

Elastic Load 
Balancing

AWS/
ApplicationELB

Application Load Balancer の CloudWatch メトリクス

Elastic Load 
Balancing

AWS/NetworkELB Network Load Balancer の CloudWatch メトリクス

Elastic Load 
Balancing

AWS/GatewayELB Gateway Load Balancer の CloudWatch メトリクス

Elastic Load 
Balancing

AWS/ELB Classic Load Balancer の CloudWatch メトリクス

Amazon Elastic 
Transcoder

AWS/
ElasticTranscoder

Amazon CloudWatch によるモニターリング

Amazon 
ElastiCache for 
Memcached

AWS/
ElastiCache

CloudWatch メトリクスの使用状況のモニターリング

Amazon 
ElastiCache for 
Redis

AWS/
ElastiCache

CloudWatch メトリクスの使用状況のモニターリング

Amazon 
OpenSearch 
Service

AWS/ES Amazon CloudWatch を用いた OpenSearch クラスターメト
リクスのモニターリング

Amazon EMR AWS/
ElasticMapReduce

CloudWatch によるメトリクスのモニターリング

AWS Elemental 
MediaConnect

AWS/
MediaConnect

Amazon CloudWatch による MediaConnect のモニターリン
グ

AWS Elemental 
MediaConvert

AWS/
MediaConvert

CloudWatch メトリクスを使用して AWS Elemental 
MediaConvert リソースのメトリクスを表示する

AWS Elemental 
MediaLive

AWS/MediaLive Amazon CloudWatch メトリクスを使用してのアクティビ
ティのモニターリング
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https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/health-enhanced-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using_cloudwatch_ebs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/cluster-auto-scaling.html#asg-capacity-providers-managed-scaling
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/cloudwatch-metrics-ei.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/cloudwatch-metrics-ei.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/load-balancer-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/elastictranscoder/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/mem-ug/CacheMetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/CacheMetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/managedomains-cloudwatchmetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/managedomains-cloudwatchmetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/UsingEMR_ViewingMetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconnect/latest/ug/monitor-with-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconnect/latest/ug/monitor-with-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/MediaConvert-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/MediaConvert-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/medialive/latest/ug/monitoring-eml-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/medialive/latest/ug/monitoring-eml-metrics.html
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サービス 名前空間 ドキュメント

AWS Elemental 
MediaPackage

AWS/
MediaPackage

Amazon CloudWatch メトリクスによる AWS Elemental 
MediaPackage のモニターリング

AWS Elemental 
MediaStore

AWS/MediaStore Amazon CloudWatch メトリクスによる AWS Elemental 
MediaStore のモニターリング

AWS Elemental 
MediaTailor

AWS/
MediaTailor

Amazon CloudWatch による AWS Elemental MediaTailor の
モニターリング

Amazon 
EventBridge

AWS/Events Amazon EventBridge のモニターリング

Amazon FSx for 
Lustre

AWS/FSx Amazon FSx for Lustre のモニターリング

Amazon FSx for 
Windows File 
Server

AWS/FSx Amazon FSx for Windows File Server のモニターリング

Amazon FSx for 
NetApp ONTAP

AWS/FSx Amazon CloudWatch によるモニターリング

Amazon FSx for 
OpenZFS

AWS/FSx Amazon CloudWatch によるモニタリング

Amazon GameLift AWS/GameLift CloudWatch による Amazon GameLift のモニターリング

AWS Global 
Accelerator

AWS/
GlobalAccelerator

AWS Global Accelerator での Amazon CloudWatch アラーム
の使用

AWS Glue Glue CloudWatch メトリクスを使用した AWS Glue のモニターリ
ング

AWS Ground 
Station

AWS/
GroundStation

Amazon CloudWatch を使用したメトリクス

Amazon 
HealthLake

AWS/HealthLake CloudWatch による HealthLake のモニターリング

Amazon Inspector AWS/Inspector CloudWatch を使用した Amazon Inspector のモニターリング

Amazon Interactive 
Video Service

AWS/IVS Amazon CloudWatch による Amazon IVS のモニターリング

Amazon Interactive 
Video Service Chat

AWS/IVSChat Amazon CloudWatch による Amazon IVS のモニターリング

AWS IoT AWS/IoT AWS IoT のメトリクスとディメンション

AWS IoT Analytics AWS/
IoTAnalytics

メトリクス、ディメンション、名前空間

AWSIoT FleetWise AWS/
IoTFleetWise

Amazon CloudWatch による AWS IoT FleetWise のモニター
リング

AWS IoT SiteWise AWS/
IoTSiteWise

Amazon CloudWatch メトリクスによる AWS IoT SiteWise の
モニターリング
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https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html#metrics
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html#metrics
https://docs.aws.amazon.com/mediastore/latest/ug/monitor-with-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/mediastore/latest/ug/monitor-with-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/mediatailor/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/mediatailor/latest/ug/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/monitoring_overview.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/monitoring_overview.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/OpenZFSGuide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/cloudwatch-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitoring-awsglue-with-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitoring-awsglue-with-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/ground-station/latest/ug/metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/healthlake/latest/devguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/using-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/ivs-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/ivs-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/metrics_dimensions.html
https://docs.aws.amazon.com/iotanalytics/latest/userguide/cloudwatch.html#aws-iot-analytics-cloudwatch-metrics
https://docs.aws.amazon.com/iot-fleetwise/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-fleetwise/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-sitewise/latest/userguide/monitor-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-sitewise/latest/userguide/monitor-cloudwatch-metrics.html
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サービス 名前空間 ドキュメント

AWS IoT Things 
Graph

AWS/
ThingsGraph

メトリクス

AWS IoT 
TwinMaker

AWS/
IoTTwinMaker

Amazon CloudWatch メトリクスによる AWS IoT TwinMaker 
のモニターリング

AWS Key 
Management 
Service

AWS/KMS CloudWatch によるモニターリング

Amazon 
Keyspaces 
(Apache 
Cassandra 用)

AWS/Cassandra Amazon Keyspaces のメトリクスとディメンション

Amazon Kinesis 
Data Analytics

AWS/
KinesisAnalytics

Kinesis Data Analytics for SQL Applications: CloudWatch によ
るモニターリング

Kinesis Data Analytics for Apache Flink: Amazon Kinesis Data 
Analytics メトリクスとディメンションの表示

Amazon Kinesis 
Data Firehose

AWS/Firehose CloudWatch メトリクスを使用した Kinesis Data Firehose の
モニターリング

Amazon Kinesis 
Data Streams

AWS/Kinesis Amazon CloudWatch による Amazon Kinesis Data Streams 
のモニターリング

Amazon Kinesis 
Video Streams

AWS/
KinesisVideo

CloudWatch による Kinesis Video Streams Metrics のモニ
ターリング

AWS Lambda AWS/Lambda AWS Lambda のメトリクス

Amazon Lex AWS/Lex Amazon CloudWatch による Amazon Lex のモニターリング

AWS License 
Manager

AWSLicenseManager/
licenseUsage

AWS/
LicenseManager/
LinuxSubscriptions

Amazon CloudWatch を使用したライセンス使用状況のモニ
タリング

Linux サブスクリプションの使用状況メトリクスと Amazon 
CloudWatch アラーム

Amazon Location 
Service

AWS/Location Amazon CloudWatch にエクスポートされた Amazon 
Location Service のメトリクス

Amazon Lookout 
for Metrics

AWS/
LookoutMetrics

Amazon CloudWatch による Lookout for Metrics のモニター
リング

Amazon Machine 
Learning

AWS/ML Amazon ML と CloudWatch メトリクスのモニターリング

Amazon Managed 
Streaming for 
Apache Kafka

AWS/Kafka Amazon CloudWatch による Amazon MSK のモニターリング

Amazon Managed 
Streaming for 
Apache Kafka

ConnectorName MSK Connect のモニタリング
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https://docs.aws.amazon.com/thingsgraph/latest/ug/iot-tg-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-twinmaker/latest/guide/monitor-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-twinmaker/latest/guide/monitor-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/mcs/latest/devguide/metrics-dimensions.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/dev/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/dev/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/java/metrics-dimensions.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/java/metrics-dimensions.html
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https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/monitoring-with-cloudwatch-metrics.html
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https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/monitoring-with-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/monitoring-cloudwatch.html
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https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-functions-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/lex/latest/dg/monitoring-aws-lex-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/linux-subscriptions-usage-alarms.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/linux-subscriptions-usage-alarms.html
https://docs.aws.amazon.com/location/latest/developerguide/monitoring-using-cloudwatch.html#metrics-exported-to-cloudwatch
https://docs.aws.amazon.com/location/latest/developerguide/monitoring-using-cloudwatch.html#metrics-exported-to-cloudwatch
https://docs.aws.amazon.com/lookoutmetrics/latest/dev/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/lookoutmetrics/latest/dev/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/cw-doc.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/mkc-monitoring-overview.html
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サービス 名前空間 ドキュメント

Amazon MQ AWS/AmazonMQ Amazon CloudWatch を使用した Amazon MQ ブローカーの
モニターリング

Amazon Neptune AWS/Neptune CloudWatch による Neptune のモニターリング

AWS Network 
Firewall

AWS/
NetworkFirewall

Amazon CloudWatch の AWS Network Firewall メトリクス

AWS Network 
Manager

AWS/
NetworkManager

オンプレミスリソースの CloudWatch メトリクス

Amazon Nimble 
Studio

AWS/
NimbleStudio

Amazon CloudWatch で Nimble Studio をモニターリングする

AWS OpsWorks AWS/OpsWorks Amazon CloudWatch を使用した Stacks のモニターリング

Amazon Polly AWS/Polly CloudWatch と Amazon Polly の統合

AWS PrivateLink AWS/
PrivateLinkEndpoints

AWS PrivateLink の CloudWatch メトリクス

AWS PrivateLink AWS/
PrivateLinkServices

AWS PrivateLink の CloudWatch メトリクス

Amazon QLDB AWS/QLDB Amazon QLDB のメトリクスとディメンション

Amazon 
QuickSight

AWS/QuickSight Amazon QuickSight でのデータのモニターリング

Amazon Redshift AWS/Redshift Amazon Redshift パフォーマンスデータ

Amazon Relational 
Database Service

AWS/RDS Amazon CloudWatch を使用した Amazon RDS メトリクスの
モニターリング

AWS RoboMaker AWS/Robomaker Amazon CloudWatch による AWS RoboMaker のモニターリ
ング

Amazon Route 53 AWS/Route53 Amazon Route 53 のモニターリング

Route 53 
Application 
Recovery 
Controller

AWS/
Route53RecoveryReadiness

Amazon CloudWatch と Application Recovery Controller の使
用

Amazon 
SageMaker

AWS/SageMaker CloudWatch による SageMaker のモニターリング

Amazon 
SageMaker Model 
Building Pipelines

AWS/SageMaker/
ModelBuildingPipeline

SageMaker パイプラインメトリクス

AWS Secrets 
Manager

AWS/
SecretsManager

Amazon CloudWatch による Secrets Manager のモニターリ
ング

Service Catalog AWS/
ServiceCatalog

Service Catalog の CloudWatch メトリクス

AWS Shield 
Advanced

AWS/
DDoSProtection

CloudWatch によるモニターリング

1017

https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/latest/developer-guide/security-logging-monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/latest/developer-guide/security-logging-monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgwnm/cw-metrics-on-premises.html
https://docs.aws.amazon.com/nimble-studio/latest/userguide/monitoring-overview.html#monitoring-cloudwatch
https://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/cloud-watch.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/privatelink-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/privatelink-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/metrics-dimensions.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/monitoring-quicksight.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/metrics-listing.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/robomaker/latest/dg/monitoring-aws-robomaker-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/robomaker/latest/dg/monitoring-aws-robomaker-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/monitoring-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/monitoring-cloudwatch.html#cloudwatch-metrics-pipelines
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
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サービス 名前空間 ドキュメント

Amazon Simple 
Email Service

AWS/SES CloudWatch からの Amazon SES イベントデータの取得

Amazon Simple 
Notification Service

AWS/SNS CloudWatch による Amazon SNS のモニターリング

Amazon Simple 
Queue Service

AWS/SQS CloudWatch を使用した Amazon SQS キューのモニターリン
グ

Amazon S3 AWS/S3 Amazon CloudWatch によるメトリクスのモニターリング

S3 ストレージレン
ズ

AWS/S3/
Storage-Lens

CloudWatch の S3 Storage Lens メトリクスのモニターリン
グ

Amazon Simple 
Workflow Service

AWS/SWF CloudWatch の Amazon SWF メトリクス

AWS Step 
Functions

AWS/States CloudWatch を使用した Step Functions のモニターリング

AWS Storage 
Gateway

AWS/
StorageGateway

ゲートウェイとリソースのモニターリング

AWS Systems 
Manager Run 
Command

AWS/SSM-
RunCommand

CloudWatch を使用した Run Command メトリクスのモニ
ターリング

Amazon Textract AWS/Textract Amazon Textract 用の CloudWatch メトリクス

Amazon 
Timestream

AWS/Timestream Timestream のメトリクスとディメンション

AWS Transfer for 
SFTP

AWS/Transfer AWS SFTP CloudWatch メトリクス

Amazon Translate AWS/Translate Amazon Translate の CloudWatch メトリクスとディメンショ
ン

AWS Trusted 
Advisor

AWS/
TrustedAdvisor

CloudWatch を使用した Trusted Advisor アラームの作成

Amazon VPC AWS/NATGateway Amazon CloudWatch で NAT ゲートウェイを監視する

Amazon VPC AWS/
TransitGateway

Transit Gateways 用の CloudWatch メトリクス

Amazon VPC AWS/VPN CloudWatch によるモニターリング

Amazon VPC IP 
Address Manager

AWS/IPAM Amazon CloudWatch アラームの作成

AWS WAF AWS WAF リ
ソース用の AWS/
WAFV2

AWS WAF クラ
シックリソース用
の WAF

CloudWatch によるモニターリング
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https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/event-publishing-retrieving-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/MonitorSNSwithCloudWatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-monitoring-using-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-monitoring-using-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/cloudwatch-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage_lens_view_metrics_cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage_lens_view_metrics_cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/developerguide/cw-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/procedure-cw-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/Main_monitoring-gateways-common.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/monitoring-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/monitoring-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/cloudwatch-metricsdim.html
https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/metrics-dimensions.html
https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/monitoring.html#metrics
https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/translate-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/translate-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/cloudwatch-metrics-ta.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/transit-gateway-cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/monitoring-cloudwatch-vpn.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/ipam/cloudwatch-ipam.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/monitoring-cloudwatch.html
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サービス 名前空間 ドキュメント

Amazon WorkMail AWS/WorkMail Amazon CloudWatch による Amazon WorkMail のモニターリ
ング

Amazon 
WorkSpaces

AWS/WorkSpaces CloudWatch メトリクスを使用した WorkSpaces のモニター
リング

Amazon 
WorkSpaces Web

AWS/
WorkSpacesWeb

Amazon CloudWatch による Amazon WorkSpaces Web のモ
ニターリング
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https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/adminguide/cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/adminguide/cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/cloudwatch-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/workspaces-web/latest/adminguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/workspaces-web/latest/adminguide/monitoring-cloudwatch.html
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サービスクォータの可視化とアラームの設定

AWS 使用状況メトリクス
CloudWatch は、一部の AWS リソースおよび API の使用状況を追跡するメトリクスを収集します。これ
らのメトリクスは、AWS/Usage 名前空間内で発行されます。CloudWatch の使用状況メトリクスを使用し
て、使用状況をプロアクティブに管理することができます。これは、CloudWatch コンソールでのメトリ
クスの可視化、カスタムダッシュボードの作成、CloudWatch 異常検出によるアクティビティの変化の検
出、使用量がしきい値に近づいたときに警告するアラームの設定などによって実現します。

一部の AWS サービスは、これらの使用状況メトリクスを Service Quotas と統合します。これらのサービ
スでは、CloudWatch を使用して、アカウントのサービスクォータの使用を管理できます。詳細について
は、「サービスクォータの可視化とアラームの設定 (p. 1020)」を参照してください。

トピック
• サービスクォータの可視化とアラームの設定 (p. 1020)
• AWS API 使用状況メトリクス (p. 1021)
• CloudWatch 使用状況メトリクス (p. 1027)

サービスクォータの可視化とアラームの設定
一部の AWS サービスでは、これらの使用状況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。CloudWatch のメトリクスの数学関数を使用すると、
それらリソースのサービスクォータをグラフ化できます。また、使用量がサービスクォータに近づいたと
きに警告するアラームも設定できます。サービスクォータの詳細については、Service Quotas ユーザーガ
イドの Service Quotas とはを参照してください。

現在、次のサービスは、使用状況メトリクスを Service Quotas と統合しています。

• AWS CloudHSM
• Amazon Chime SDK
• Amazon CloudWatch
• Amazon CloudWatch Logs
• Amazon DynamoDB
• Amazon EC2
• Amazon Elastic Container Registry
• AWS Fargate
• AWS Fault Injection Simulator
• AWS Interactive Video Service
• AWS Key Management Service
• Amazon Kinesis Data Firehose
• Amazon Location Service
• AWS Robomaker

サービスクォータを可視化し、オプションでアラームを設定するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [All metrics] (すべてのメトリクス) タブで [Usage] (使用状況) をクリックした後、[By AWS Resource] 

(AWS リソース別) をクリックします。

サービスクォータ使用状況メトリクスのリストが表示されます。
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https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/chime-sdk/latest/dg/usage-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Usage-Metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CloudWatch-Logs-Monitoring-CloudWatch-Metrics.html#CloudWatchLogs-Usage-Metrics
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/metrics-dimensions.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/viewing_metrics_with_cloudwatch.html#service-quota-metrics
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/monitoring-usage.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/monitoring-fargate-usage.html
https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/service-quotas.html#quotas-cloudwatch-integration
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/monitoring-with-cloudwatch-metrics.html#fh-metrics-usage
https://docs.aws.amazon.com/location/latest/developerguide/monitoring-using-cloudwatch.html#metrics-exported-to-cloudwatch
https://docs.aws.amazon.com/robomaker/latest/dg/monitoring-aws-robomaker-cloudwatch.html
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/
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AWS API 使用状況メトリクス

4. いずれかのメトリクスの横にあるチェックボックスをオンにします。

グラフには、その AWS リソースの現在の使用状況が表示されます。
5. サービスクォータをグラフに追加するには、次の手順を実行します。

a. [グラフ化したメトリクス] タブを選択します。
b. [Math expression (数式)]、[Start with an empty expression (空の式で開始)] の順に選択します。新

しい行の [Details] (詳細) で SERVICE_QUOTA(m1) と入力します。

グラフに新しい行が追加され、メトリクスで表されるリソースのサービスクォータが表示されま
す。

6. 現在の使用状況をクォータの割合として表示するには、新しい式を追加するか、現在の 
[SERVICE_QUOTA] 式を変更します。使用する新しい式は m1/SERVICE_QUOTA(m1)*100 となりま
す。

7. （オプション）サービスクォータに近づいた場合に通知するアラームを設定するには、次の手順を実
行します。

a. m1/SERVICE_QUOTA(m1)*100 を含む行の [Actions] (アクション) で、アラームアイコンをク
リックします。それはベルのように見えます。

アラーム作成ページが表示されます。
b. [Conditions (条件)] で、[Threshold type (しきい値の種類)] が [Static (静的)] で、[Whenever 

Expression1 is (式 1)] が [Greater (大きい)] に設定されていることを確認します。[than (以上)] に
「80」と入力します。これにより、使用量がクォータの 80% を超えたときに ALARM 状態にな
るアラームが作成されます。

c. [Next] (次へ) をクリックします。
d. 次のページで、Amazon SNS トピックを選択するか、新しいトピックを作成し、[Next] (次へ) を

選択します。選択するトピックは、アラームが ALARM 状態になったときに通知されます。
e. 次のページで、アラームの名前と説明を入力し、[Next (次へ)] を選択します。
f. [アラームの作成] を選択します。

AWS API 使用状況メトリクス
AWS CloudTrail ログ記録をサポートするほとんどの API は、CloudWatch に使用状況メトリクスもレポー
トします。CloudWatch の API 使用状況メトリクスを使用して、API の使用状況をプロアクティブに管理
することができます。これは、CloudWatch コンソールでのメトリクスの可視化、カスタムダッシュボー
ドの作成、CloudWatch 異常検出によるアクティビティの変化の検出、使用量がしきい値に近づいたとき
に警告するアラームの設定などによって実現します。

次の表は、CloudWatch に API の使用状況メトリクスをレポートするサービスと、そのサービスの使用状
況メトリクスを表示するために Service ディメンションに使用する値の一覧です。

サービス Service ディメンションの値

AWS Identity and Access Management Access 
Analyzer

Access Analyzer

AWS Account Management Account Management

Alexa for Business A4B

Amazon API Gateway API Gateway

AWS App Mesh App Mesh
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サービス Service ディメンションの値

AWS AppConfig AWS AppConfig

Amazon AppFlow AppFlow

Application Discovery Service Application Discovery Service

Amazon AppStream AppStream

AppStream 2.0 Image Builder Image Builder

Amazon Athena Athena

AWS Audit Manager Audit Manager

AWS Backup Backup

AWS Batch Batch

Amazon Braket Braket

AWS Budgets Budgets

AWS Certificate Manager Certificate Manager

Amazon Chime SDK ChimeSDK

Amazon Cloud Directory Cloud Directory

AWS Cloud Map Cloud Map

AWS CloudFormation CloudFormation

AWS CloudHSM CloudHSM

Amazon CloudSearch CloudSearch

AWS CloudShell CloudShell

AWS CloudTrail CloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch

Amazon CloudWatch Logs Logs

Amazon CloudWatch Application Insights CloudWatch Application Insights

AWS CodeBuild CodeBuild

AWS CodeCommit CodeCommit

Amazon CodeGuru Profiler CodeGuru Profiler

AWS CodePipeline CodePipeline

AWS CodeStar CodeStar

AWS CodeStar 通知 CodeStar Notifications

AWS CodeStar Connections CodeStar Connections

Amazon Cognito アイデンティティプール Cognito Identity Pools

1022



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
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サービス Service ディメンションの値

Amazon Cognito Sync Cognito Sync

Amazon Comprehend Comprehend

Amazon Comprehend Medical Comprehend Medical

AWS Compute Optimizer ComputeOptimzier

Amazon Connect Connect

Amazon Connect Customer Profiles Customer Profiles

AWS コストと使用状況レポート Cost and Usage Report

AWS Cost Explorer Cost Explorer

AWS Data Exchange Data Exchange

AWS Data Lifecycle Manager Data Lifecycle Manager

AWS Database Migration Service Database Migration Service

AWS DataSync DataSync

AWS DeepLens AWS DeepLens

Amazon Detective Detective

デバイスアドバイザー Device Advisor

AWS Direct Connect Direct Connect

AWS Directory Service Directory Service

DynamoDB Accelerator DynamoDBAccelerator

Amazon EC2 EC2

Amazon Elastic Container Registry ECR Public

Amazon Elastic Container Service ECS

Amazon Elastic File System EFS

Amazon Elastic Kubernetes Service EKS

AWS Elastic Beanstalk Elastic Beanstalk

Amazon Elastic Inference Elastic Inference

Elastic Load Balancing Elastic Load Balancing

Amazon EMR EMR Containers

AWS Firewall Manager Firewall Manager

Amazon FSx FSx

Amazon GameLift GameLift

AWS Glue DataBrew DataBrew
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サービス Service ディメンションの値

Amazon Managed Grafana Grafana

AWS IoT Greengrass Greengrass

AWS Ground Station Ground Station

AWS Health API と通知 AWS Health APIs And Notifications

Amazon Interactive Video Service IVS

AWS IoT Core IoT

AWS IoT 1-Click IoT 1-Click

AWS IoT Events IoT Events

AWS IoT RoboRunner IoT RoboRunner

AWS IoT SiteWise IoT Sitewise

AWS IoT Wireless IoT Wireless

Amazon Kendra Kendra

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) Keyspaces

Amazon Kinesis Data Analytics Kinesis Analytics

Amazon Kinesis Data Firehose Firehose

Kinesis Video Streams Kinesis Video Streams

AWS Key Management Service KMS

AWS Lambda Lambda

AWS Launch Wizard Launch Wizard

Amazon Lex Amazon Lex

Amazon Lightsail Lightsail

Amazon Location Service Location

Amazon Lookout for Vision Lookout for Vision

Amazon Machine Learning Amazon Machine Learning

Amazon Macie Macie

AWS Managed Services AWS Managed Services

AWS Marketplace Commerce Analytics Marketplace Analytics Service

AWS Elemental MediaConnect MediaConnect

AWS Elemental MediaConvert MediaConvert

AWS Elemental MediaLive MediaLive

AWS Elemental MediaStore Mediastore
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サービス Service ディメンションの値

AWS Elemental MediaTailor MediaTailor

AWS Mobile Hub Mobile Hub

AWS Network Firewall Network Firewall

AWS OpsWorks OpsWorks

AWS OpsWorks設定管理のための OPsWorks CM

AWS Outposts Outposts

AWS Organizations Organizations

Amazon RDS Performance Insights Performance Insights

Amazon Pinpoint Pinpoint

AWS Private Certificate Authority Private Certificate Authority

Amazon Managed Service for Prometheus Prometheus

AWS Proton Proton

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon 
QLDB)

QLDB

Amazon RDS RDS

Amazon Redshift Redshift Data API

Amazon Rekognition Rekognition

AWS Resource Access Manager Resource Access Manager

AWS Resource Groups Resource Groups

AWS Resource Groups Tagging API Resource Groups Tagging API

AWS RoboMaker RoboMaker

Amazon Route 53 Domains Route 53 Domains

Amazon Route 53 Resolver Route 53 Resolver

Amazon S3 S3

Amazon S3 Glacier Amazon S3 Glacier

Amazon SageMaker Sagemaker

Savings Plans Savings Plans

AWS Secrets Manager Secrets Manager

AWS Security Hub Security Hub

AWS Server Migration Service AWS Server Migration Service

AWS Service Catalog AppRegistry Service Catalog AppRegistry
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AWS API 使用状況メトリクス

サービス Service ディメンションの値

Service Quotas Service Quotas

AWS Shield Shield

AWS Signer Signer

Amazon Simple Notification Service SNS

Amazon Simple Email Service SES

Amazon Simple Queue Service SQS

ID ストア Identity Store

Storage Gateway Storage Gateway

AWS Support Support

Amazon Simple Workflow Service SWF

Amazon Textract Textract

AWS IoT Things Graph ThingsGraph

Amazon Timestream Timestream

Amazon Transcribe Transcribe

Amazon Translate Translate

Amazon Transcribe ストリーミングトランスクリ
プション

Transcribe Streaming

AWS Transfer Family Transfer

AWS WAF WAF

Amazon WorkDocs Amazon WorkDocs

Amazon WorkLink WorkLink

Amazon WorkMail Amazon WorkMail

Amazon WorkSpaces Workspaces

AWS X-Ray X-Ray

一部のサービスでは、追加の API の使用状況メトリクスもレポートされます。API が CloudWatch に使
用状況メトリクスをレポートするかどうかを確認するには、CloudWatch コンソールを使用して、AWS/
Usage 名前空間内のそのサービスによってレポートされたメトリクスを確認します。

CloudWatch に使用状況のメトリクスをレポートするサービスの API のリストを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. [All metrics] (すべてのメトリクス) タブで [Usage] (使用状況) をクリックした後、[By AWS Resource] 

(AWS リソース別) をクリックします。
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CloudWatch 使用状況メトリクス

4. メトリクスのリストの近くの検索ボックスに、サービスの名前を入力します。メトリクスは、入力し
たサービスによってフィルタリングされます。

CloudWatch 使用状況メトリクス
CloudWatch は、一部の AWS リソースの使用状況を追跡するメトリクスを収集します。これらのメトリク
スは、AWS のサービスクォータに対応しています。これらのメトリクスを追跡することで、クォータを積
極的に管理できます。詳細については、「サービスクォータの可視化とアラームの設定 (p. 1020)」を参照
してください。

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、この名前空間で CloudWatch が発行する唯一のメトリクス名は CallCount です。このメ
トリクスは、Resource、Service、および Type のディメンションで発行されます。Resource
ディメンションは、追跡される API オペレーションの名前を指定します。例えば、ディメンショ
ンが CallCount、"Service": "CloudWatch"、および "Type": "API" の "Resource": 
"PutMetricData" メトリクスは、ユーザーのアカウントで CloudWatch PutMetricData API オペレー
ションが呼び出された回数を示します。

CallCount メトリクスには指定された単位がありません。メトリクスの最も有用な統計は SUM です。こ
れは、1 分間の合計オペレーション数を表します。

メトリクス

メトリクス 説明

CallCount アカウントで実行された指定されたオペレーションの数。

ディメンション

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。CloudWatch 使用状況メトリクスの
場合、このディメンションの値は CloudWatch です。

Class 追跡されているリソースのクラス。CloudWatch 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
CloudWatch である場合、Type の有効な値は API のみです。

Resource API オペレーションの名前。有効な値には次のようなものがあります。
DeleteAlarms、DeleteDashboards、DescribeAlarmHistory、DescribeAlarms、GetDashboard、GetMetricData、GetMetricStatistics、ListMetrics、PutDashboard、
および PutMetricData
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シナリオ: 予想請求額のモニターリング

CloudWatch チュートリアル
以下のシナリオは、Amazon CloudWatch の使用方法を示しています。最初のシナリオでは、CloudWatch 
コンソールを使用して、AWS の使用量を追跡して一定の消費のしきい値を超えたときに通知する、請求ア
ラームを作成します。2 番目のより高度なシナリオでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使
用し、GetStarted という仮想アプリケーションの 1 つのメトリクスを発行します。

シナリオ

• 予想請求額のモニターリング (p. 1028)
• メトリクスの発行 (p. 1031)

シナリオ: CloudWatch で予想請求額をモニターリ
ングする

このシナリオでは、予想請求額をモニターリングする Amazon CloudWatch アラームを作成します。ご使
用の AWS アカウントに対する予想請求額のモニターリングを有効にすると、予想請求額が計算されて、
メトリクスデータとして CloudWatch に 1 日複数回送信されます。

請求メトリックスデータは、米国東部 (バージニア北部) リージョンに保存され、全世界の料金が反映され
ます。このデータには、使用した AWS のサービス別の予想請求額と、AWS 全体の予想請求額の合計が含
まれます。

請求額が所定のしきい値を超過したときにメールでアラートを受け取ることができます。これらのアラー
トは CloudWatch によってトリガーされ、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の通知を用
いて送信されます。

Note

既に請求されている CloudWatch 料金の分析については、「CloudWatch の請求とコスト (p. 9)」
を参照してください。

タスク
• ステップ 1: 請求アラートを有効にする (p. 1028)
• ステップ 2: 請求アラームを作成する  (p. 1029)
• ステップ 3: アラームの状態をチェックする (p. 1030)
• ステップ 4: 請求アラームを編集する (p. 1030)
• ステップ 5: 請求アラームを削除する (p. 1031)

ステップ 1: 請求アラートを有効にする
予想請求額のアラームを作成する前に、請求アラートを有効にする必要があります。有効にすると、AWS 
の予想請求額をモニターリングし、請求メトリクスデータを使用してアラームを作成できます。請求ア
ラートを有効にすると、データの収集を無効にできなくなりますが、作成した請求アラームは削除できま
す。

初めて予想請求額のモニターリングを有効にした場合、請求データの表示と請求アラートの設定ができる
ようになるまで約 15 分かかります。
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ステップ 2: 請求アラームを作成する 

要件

• ルートユーザー認証情報を使用するか、請求情報を表示するアクセス許可が付与されたユーザーとし
て、サインインする必要があります。

• 一括請求 (コンソリデーティッドビリング) のアカウントの場合、支払いアカウントでログインすると、
リンクされている各アカウントの請求データを見ることができます。リンクされているそれぞれのアカ
ウントと一括請求アカウントのどちらに対しても、予想請求合計額とサービスごとの予想請求額のデー
タを見ることができます。

• 一括請求 (コンソリデーティッドビリング) アカウントでは、メンバー連結アカウントのメトリクスは、
支払者アカウントが [請求アラートを受け取る] 設定を有効にしている場合にのみキャプチャされます。
管理/支払者アカウントのアカウントを変更する場合は、新しい管理/支払者アカウントの請求アラートを
有効にする必要があります。

• Amazon パートナーネットワーク (APN) アカウントの請求メトリクスは CloudWatch に対して公開さ
れないため、このアカウントを APN の一部にすることはできません。詳細については、「AWS パート
ナーネットワーク」を参照してください。

予想請求額のモニターリングを有効にするには

1. AWS Billing コンソール https://console.aws.amazon.com/billing/ を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[請求設定] を選択します。
3. [アラート設定] で [編集] を選択します。
4. [CloudWatch 請求アラートを受信する] を選択します。
5. [詳細設定を保存] を選択します。

ステップ 2: 請求アラームを作成する
Important

請求アラームを作成する前に、リージョンを米国東部 (バージニア北部) に設定する必要があり
ます。請求メトリクスデータは、このリージョンに保存され、世界全体の請求額を示します。ま
た、自分のアカウントまたは管理/支払者アカウント (一括請求を使用している場合) で、請求ア
ラートを有効にする必要があります。詳細については、「ステップ 1: 請求アラートを有効にす
る」を参照してください。

この手順では、AWS の予想請求額が、定義されたしきい値を超えた場合に通知を送信するアラームを作成
します。

CloudWatch コンソールを用いて請求アラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) を選択し、[All alarms] (アラームの作成) を選択しま

す。
3. [アラームの作成] を選択します。
4. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。[Browse] (参照) で、[Billing] (請求) を選択してか

ら、[Total Estimated Charge] (概算合計請求額) を選択します。

Note

[請求]/[概算合計請求額] メトリクスが表示されない場合は、請求アラートを有効にして、リー
ジョンを米国東部 (バージニア北部) に変更します。詳細については、「請求アラートの有効
化 (p. 218)」を参照してください。

5. [EstimatedCharges] メトリクスの横にあるチェックボックスをオンにして、[Select metric] (メトリク
スの選択) を選択します。
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ステップ 3: アラームの状態をチェックする

6. [統計] で、[Maximum] を選択します。
7. [Period] (期間) で、[6 hours] (6 時間) を選択します。
8. [Threshold type] で [静的] を選択します。
9. [Whenever EstimatedCharges is . . .] (EstimatedCharges が次の場合) で、[Greater] (より大きい) を選

択します。
10. [次よりも] で、アラームをトリガーさせる値を定義します。例えば、200 USD などです。

[EstimatedCharges] のメトリクス値は米ドル (USD) のみで、通貨換算は Amazon Services LLC が行
います。詳細については、「AWS Billing とは」を参照してください。

Note

しきい値を定義すると、プレビューグラフに当月の予想請求額が表示されます。
11. [追加設定] を選択し、次の操作を行います。

• [Datapoints to alarm] (アラームを実行するデータポイント) で、1 個中 1 個 を指定します。
• [Missing data treatment] (欠落データの処理) で、[Treat missing data as missing] (欠落データを欠落

として処理) を選択します。
12. [Next] (次へ) をクリックします。
13. [通知] で、[アラーム状態] が選択されていることを確認します。次に、アラームが ALARM 状態の時に

通知される Amazon SNS トピックを選択します。Amazon SNS トピックには E メールアドレスを含
めることができるため、請求金額が指定したしきい値を超えたときに E メールを受信できます。

既存の Amazon SNS トピックを選択するか、新しい Amazon SNS トピックを作成するか、またはト
ピック ARN を使用して他のアカウントに通知することができます。同じアラーム状態または異なる
アラーム状態について複数の通知を送信する場合は、[Add notification] (通知の追加)を選択します。

14. [Next] (次へ) をクリックします。
15. [Name and description] (名前と説明) で、アラームの名前と説明を入力します。

• (オプション) アラームの説明を入力します。
16. [Next] (次へ) をクリックします。
17. [Preview and create] (プレビューと作成) で、設定が正しいことを確認してから、[Create alarm] (ア

ラームの作成) を選択します。

ステップ 3: アラームの状態をチェックする
先ほど作成した請求アラームの状態をチェックします。

アラームのステータスを確認するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 必要に応じて、リージョンを米国東部 (バージニア) に変更します。請求メトリクスデータは、この

リージョンに保存され、世界全体の請求額を反映します。
3. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) を選択します。
4. ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにします。サブスクリプションが確認されるまで、「保

留中の確認」と表示されます。サブスクリプションが確認された後、更新されたステータスを表示す
るためにコンソールを更新します。

ステップ 4: 請求アラームを編集する
例えば、AWS で毎月消費する金額を 200 USD から 400 USD に増やしたいとします。既存の請求アラー
ムを編集して、アラームがトリガーされるしきい値の金額を上げることができます。
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ステップ 5: 請求アラームを削除する

請求アラームを編集するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 必要に応じて、リージョンを米国東部 (バージニア) に変更します。請求メトリクスデータは、この

リージョンに保存され、世界全体の請求額を反映します。
3. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) を選択します。
4. アラームの横にあるチェックボックスをオンにして、[アクション]、[変更] の順に選択します。
5. [Whenever my total AWS charges for the month exceed (1 か月の AWS ご利用料金総額を超過するた

び)] で、超過した場合にアラームがトリガーされ E メール通知が送信される新規の金額を指定しま
す。

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ステップ 5: 請求アラームを削除する
不要になった請求アラームは削除できます。

請求アラームを削除するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. 必要に応じて、リージョンを米国東部 (バージニア) に変更します。請求メトリクスデータは、この

リージョンに保存され、世界全体の請求額を反映します。
3. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) を選択します。
4. アラームの横にあるチェックボックスをオンにして、[アクション]、[削除] の順に選択します。
5. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes、Delete] を選択します。

メトリクスを CloudWatch にパブリッシュする
このシナリオでは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して GetStarted という仮想アプリ
ケーションの 1 つのメトリクスを発行します。まだ AWS CLI をインストールして設定していない場合
は、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「AWS Command Line Interface のセットアップ」を
参照してください。

タスク
• ステップ 1: データ構成を定義する (p. 1031)
• ステップ 2: CloudWatch にメトリックスを追加する (p. 1032)
• CloudWatch から統計情報を取得する  (p. 1033)
• ステップ 4: コンソールでグラフを表示する (p. 1033)

ステップ 1: データ構成を定義する
このシナリオでは、アプリケーションのリクエストレイテンシーを追跡するデータポイントを発行し
ます。メトリクスの名前と名前空間は、わかりやすいものを選択します。この例では、メトリクスに
RequestLatency という名前を付けて、すべてのデータポイントを GetStarted という名前空間に入れま
す。

3 時間分のレイテンシーデータを集合的に示すデータポイントをいくつか発行します。raw データは、3 時
間にわたって分散された 15 個のリクエストレイテンシーの読み取り値で構成されています。読み取り値
の単位はミリ秒です。

• 1 時間目: 87、51、125、235
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ステップ 2: CloudWatch にメトリックスを追加する

• 2 時間目: 121、113、189、65、89
• 3 時間目: 100、47、133、98、100、328

データを CloudWatch にパブリッシュするときは、単一のデータポイントとしてパブリッシュすること
も、複数のデータポイントを集約したセット (統計セット) としてパブリッシュすることもできます。 メ
トリクス集約の最小単位は 1 分間です。データポイントを集約して統計セットとして CloudWatch にパブ
リッシュするときに、4 つの事前定義キー（Sum、Minimum、Maximum、SampleCount）を指定できま
す。

ここでは、1 時間目のデータポイントを個別のデータポイントとして発行します。2 時間目と 3 時間目の
データについては、時間ごとにデータポイントを集約して統計セットとして発行します。キーの値を次の
表に示します。

時間 raw データ Sum Minimum [Maximum] (最
大)

SampleCount

1 87

1 51

1 125

1 235

2 121, 113, 189, 65, 89 577 65 189 5

3 100, 47, 133, 98, 100, 328 806 47 328 6

ステップ 2: CloudWatch にメトリックスを追加する
データ構成の定義が完了すると、データを追加できる状態になります。

CloudWatch にデータポイントを発行するには

1. コマンドプロンプトで、次の put-metric-data コマンドを実行し、最初の 1 時間のデータを追加しま
す。サンプルのタイムスタンプを、協定世界時 (UTC) のタイプスタンプ (2 時間前) に置き換えます。

aws cloudwatch put-metric-data --metric-name RequestLatency --namespace GetStarted \
--timestamp 2016-10-14T20:30:00Z --value 87 --unit Milliseconds
aws cloudwatch put-metric-data --metric-name RequestLatency --namespace GetStarted \
--timestamp 2016-10-14T20:30:00Z --value 51 --unit Milliseconds
aws cloudwatch put-metric-data --metric-name RequestLatency --namespace GetStarted \
--timestamp 2016-10-14T20:30:00Z --value 125 --unit Milliseconds
aws cloudwatch put-metric-data --metric-name RequestLatency --namespace GetStarted \
--timestamp 2016-10-14T20:30:00Z --value 235 --unit Milliseconds

2. 2 時間目のデータを追加します。最初の 1 時間よりも 1 時間遅いタイムスタンプを使用します。

aws cloudwatch put-metric-data --metric-name RequestLatency --namespace GetStarted \
--timestamp 2016-10-14T21:30:00Z --statistic-values 
 Sum=577,Minimum=65,Maximum=189,SampleCount=5 --unit Milliseconds

3. 3 時間目のデータを追加します。タイムスタンプは省略し、デフォルトで現在の時刻に設定されるよ
うにします。

aws cloudwatch put-metric-data --metric-name RequestLatency --namespace GetStarted \
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CloudWatch から統計情報を取得する 

--statistic-values Sum=806,Minimum=47,Maximum=328,SampleCount=6 --unit Milliseconds

CloudWatch から統計情報を取得する
CloudWatch にメトリクスがパブリッシュされたので、次のように get-metric-statistics コマンドを使用し
て、そのメトリクスに基づく統計情報を取得することができます。--start-time と --end-time は、
最も早く発行したタイムスタンプが含まれるように、十分な時間範囲を指定してください。

aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace GetStarted --metric-name RequestLatency --
statistics Average \
--start-time 2016-10-14T00:00:00Z --end-time 2016-10-15T00:00:00Z --period 60

出力例を次に示します。

{ 
 "Datapoints": [], 
 "Label": "Request:Latency"
}

ステップ 4: コンソールでグラフを表示する
CloudWatch にメトリックスを公開したら、CloudWatch コンソールを使用して統計グラフを表示できま
す。

統計情報のグラフをコンソールで表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [メトリクス] を選択します。
3. [すべてのメトリクス] タブで、検索ボックスに「RequestLatency」と入力し、Enter キーを押しま

す。
4. [RequestLatency] メトリクスのチェックボックスを選択します。メトリクスのデータのグラフが上の

ペインに表示されます。

詳細については、「メトリクスのグラフ化 (p. 123)」を参照してください。
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AWS SDK で CloudWatch を使用す
る

AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを簡単に構築できるようにする API、コード例、およ
びドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for C++ AWS SDK for C++ コードの例

AWS SDK for Go AWS SDK for Go コードの例

AWS SDK for Java AWS SDK for Java コードの例

AWS SDK for JavaScript AWS SDK for JavaScript コードの例

AWS SDK for Kotlin AWS SDK for Kotlin コードの例

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NET コードの例

AWS SDK for PHP AWS SDK for PHP コードの例

AWS SDK for Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3) コードの例

AWS SDK for Ruby AWS SDK for Ruby コードの例

AWS SDK for Rust AWS SDK for Rust コードの例

AWS SDK for Swift AWS SDK for Swift コードの例

CloudWatch の固有の例については、「AWS SDK を使用した CloudWatch のコードの例 (p. 1035)」を参
照してください。

可用性の例

必要なものが見つからなかった場合。このページの下部にある [Provide feedback] (フィードバッ
クを送信) リンクを使用して、コードの例をリクエストしてください。
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AWS SDK を使用した CloudWatch 
のコードの例

次に、AWS Software Development Kit (SDK) から CloudWatch を使用する場合のコード例を示します。

「アクション」は、個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋です。

「シナリオ」は、同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード
例です。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

開始方法

Hello CloudWatch
以下は、CloudWatch の使用を開始する方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

using Microsoft.Extensions.Hosting;
using Amazon.CloudWatch;
using Amazon.CloudWatch.Model;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace CloudWatchActions;

public static class HelloCloudWatch
{ 
    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Use the AWS .NET Core Setup package to set up dependency injection for 
 the Amazon CloudWatch service. 
        // Use your AWS profile name, or leave it blank to use the default profile. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
                services.AddAWSService<IAmazonCloudWatch>() 
            ).Build(); 

        // Now the client is available for injection. 
        var cloudWatchClient = 
 host.Services.GetRequiredService<IAmazonCloudWatch>(); 
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        // You can use await and any of the async methods to get a response. 
        var metricNamespace = "AWS/Billing"; 
        var response = await cloudWatchClient.ListMetricsAsync(new 
 ListMetricsRequest 
        { 
            Namespace = metricNamespace 
        }); 
        Console.WriteLine($"Hello Amazon CloudWatch! Following are some metrics 
 available in the {metricNamespace} namespace:"); 
        Console.WriteLine(); 
        foreach (var metric in response.Metrics.Take(5)) 
        { 
            Console.WriteLine($"\tMetric: {metric.MetricName}"); 
            Console.WriteLine($"\tNamespace: {metric.Namespace}"); 
            Console.WriteLine($"\tDimensions: {string.Join(", ", 
 metric.Dimensions.Select(m => $"{m.Name}:{m.Value}"))}"); 
            Console.WriteLine(); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「ListMetrics」を参照してくだ
さい。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 */
public class HelloService { 

    public static void main(String[] args) { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "  <namespace> \n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "  namespace - The namespace to filter against (for example, AWS/EC2). 
 \n" ; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String namespace = args[0]; 
        Region region = Region.US_EAST_1; 
        CloudWatchClient cw = CloudWatchClient.builder() 
            .region(region) 
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            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        listMets(cw, namespace); 
        cw.close(); 
    } 

    public static void listMets( CloudWatchClient cw, String namespace) { 
        try { 
            ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                .namespace(namespace) 
                .build(); 

            ListMetricsIterable listRes = cw.listMetricsPaginator(request); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.metrics().stream()) 
                .forEach(metrics -> System.out.println(" Retrieved metric is: " + 
 metrics.metricName())); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「ListMetrics」を参照して
ください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

/**
Before running this Kotlin code example, set up your development environment,
including your credentials.

For more information, see the following documentation topic:
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html 
 */
suspend fun main(args: Array<String>) { 
    val usage = """ 
        Usage: 
           <namespace>  
        Where: 
           namespace - The namespace to filter against (for example, AWS/EC2).  
    """ 

    if (args.size != 1) { 
        println(usage) 
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        exitProcess(0) 
    } 

    val namespace = args[0] 
    listAllMets(namespace)
}

suspend fun listAllMets(namespaceVal: String?) { 
    val request = ListMetricsRequest { 
        namespace = namespaceVal 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.listMetricsPaginated(request) 
            .transform { it.metrics?.forEach { obj -> emit(obj) } } 
            .collect { obj -> 
                println("Name is ${obj.metricName}") 
                println("Namespace is ${obj.namespace}") 
            } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「ListMetrics」を参照して
ください。

コード例
• AWS SDK を使用した CloudWatch のアクション (p. 1039)

• CloudWatch ダッシュボードを作成する (p. 1039)
• AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスアラームを作成する (p. 1042)
• CloudWatch 異常検知器を作成する (p. 1050)
• AWS SDK を使用して CloudWatch アラームを削除する (p. 1052)
• AWS SDK を使用して CloudWatch 異常検知器を削除する (p. 1057)
• AWS SDK を使用して CloudWatch ダッシュボードを削除する (p. 1059)
• AWS SDK を使用して CloudWatch アラームの履歴を記述する (p. 1060)
• AWS SDK を使用して CloudWatch アラームを記述する (p. 1063)
• メトリクスに関する CloudWatch アラームを詳細表所するために AWS SDK を使用しま

す。 (p. 1065)
• AWS SDK を使用して CloudWatch 異常検知器を記述する (p. 1070)
• AWS SDK を使用して CloudWatch のアラームアクションを無効化する (p. 1073)
• AWS SDK を使用して CloudWatch のアラームアクションを有効化する (p. 1078)
• CloudWatch メトリクスデータイメージを取得する (p. 1083)
• CloudWatch ダッシュボードの詳細を取得する (p. 1086)
• CloudWatch メトリクスデータの値を取得する (p. 1087)
• AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスの統計情報を取得する (p. 1090)
• CloudWatch ダッシュボードを一覧表示する (p. 1094)
• AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスを一覧表示する (p. 1096)
• AWS SDK を使用して一連のデータの CloudWatch メトリクスに配置する (p. 1102)
• AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスにデータを配置する (p. 1103)

• AWS SDK を使用した CloudWatch のシナリオ (p. 1109)
• AWS SDK を使用した CloudWatch アラームの開始方法 (p. 1110)
• AWS SDK を使用して CloudWatch のメトリクス、ダッシュボード、およびアラームの使用

を開始する (p. 1111)
1038
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アクション

• AWS SDK により CloudWatch メトリクスとアラームを管理する (p. 1159)

AWS SDK を使用した CloudWatch のアクション
次のコード例は、AWS SDKを使用して個々の CloudWatch アクションを実行する方法を示しています。こ
れらの抜粋では、CloudWatch API を呼び出し例が示されています。単独での実行例は示されてません。そ
れぞれの例には、GitHub へのリンクがあり、コンテキストでコードを設定および実行する方法についての
説明が記載されています。

以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細な一覧については、
「Amazon CloudWatch API Reference」(Amazon CloudWatch API リファレンス) を参照してください。

例
• CloudWatch ダッシュボードを作成する (p. 1039)
• AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスアラームを作成する (p. 1042)
• CloudWatch 異常検知器を作成する (p. 1050)
• AWS SDK を使用して CloudWatch アラームを削除する (p. 1052)
• AWS SDK を使用して CloudWatch 異常検知器を削除する (p. 1057)
• AWS SDK を使用して CloudWatch ダッシュボードを削除する (p. 1059)
• AWS SDK を使用して CloudWatch アラームの履歴を記述する (p. 1060)
• AWS SDK を使用して CloudWatch アラームを記述する (p. 1063)
• メトリクスに関する CloudWatch アラームを詳細表所するために AWS SDK を使用します。 (p. 1065)
• AWS SDK を使用して CloudWatch 異常検知器を記述する (p. 1070)
• AWS SDK を使用して CloudWatch のアラームアクションを無効化する (p. 1073)
• AWS SDK を使用して CloudWatch のアラームアクションを有効化する (p. 1078)
• CloudWatch メトリクスデータイメージを取得する (p. 1083)
• CloudWatch ダッシュボードの詳細を取得する (p. 1086)
• CloudWatch メトリクスデータの値を取得する (p. 1087)
• AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスの統計情報を取得する (p. 1090)
• CloudWatch ダッシュボードを一覧表示する (p. 1094)
• AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスを一覧表示する (p. 1096)
• AWS SDK を使用して一連のデータの CloudWatch メトリクスに配置する (p. 1102)
• AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスにデータを配置する (p. 1103)

CloudWatch ダッシュボードを作成する
以下は、Amazon CloudWatch ダッシュボードを作成する方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
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    /// Set up a dashboard using a call to the wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="customMetricNamespace">The metric namespace.</param> 
    /// <param name="customMetricName">The metric name.</param> 
    /// <param name="dashboardName">The name of the dashboard.</param> 
    /// <returns>A list of validation messages.</returns> 
    private static async Task<List<DashboardValidationMessage>> SetupDashboard( 
        string customMetricNamespace, string customMetricName, string 
 dashboardName) 
    { 
        // Get the dashboard model from configuration. 
        var newDashboard = new DashboardModel(); 
        _configuration.GetSection("dashboardExampleBody").Bind(newDashboard); 

        // Add a new metric to the dashboard. 
        newDashboard.Widgets.Add(new Widget 
        { 
            Height = 8, 
            Width = 8, 
            Y = 8, 
            X = 0, 
            Type = "metric", 
            Properties = new Properties 
            { 
                Metrics = new List<List<object>> 
                    { new() { customMetricNamespace, customMetricName } }, 
                View = "timeSeries", 
                Region = "us-east-1", 
                Stat = "Sum", 
                Period = 86400, 
                YAxis = new YAxis { Left = new Left { Min = 0, Max = 100 } }, 
                Title = "Custom Metric Widget", 
                LiveData = true, 
                Sparkline = true, 
                Trend = true, 
                Stacked = false, 
                SetPeriodToTimeRange = false 
            } 
        }); 

        var newDashboardString = JsonSerializer.Serialize(newDashboard, 
            new JsonSerializerOptions 
            { DefaultIgnoreCondition = JsonIgnoreCondition.WhenWritingNull }); 
        var validationMessages = 
            await _cloudWatchWrapper.PutDashboard(dashboardName, 
 newDashboardString); 

        return validationMessages; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Wrapper to create or add to a dashboard with metrics. 
    /// </summary> 
    /// <param name="dashboardName">The name for the dashboard.</param> 
    /// <param name="dashboardBody">The metric data in JSON for the dashboard.</
param> 
    /// <returns>A list of validation messages for the dashboard.</returns> 
    public async Task<List<DashboardValidationMessage>> PutDashboard(string 
 dashboardName, 
        string dashboardBody) 
    { 
        // Updating a dashboard replaces all contents. 
        // Best practice is to include a text widget indicating this dashboard was 
 created programmatically. 
        var dashboardResponse = await _amazonCloudWatch.PutDashboardAsync( 
            new PutDashboardRequest() 
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            { 
                DashboardName = dashboardName, 
                DashboardBody = dashboardBody 
            }); 

        return dashboardResponse.DashboardValidationMessages; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「PutDashboard」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void createDashboardWithMetrics(CloudWatchClient cw, String 
 dashboardName, String fileName) { 
        try { 
            PutDashboardRequest dashboardRequest = PutDashboardRequest.builder() 
                .dashboardName(dashboardName) 
                .dashboardBody(readFileAsString(fileName)) 
                .build(); 

            PutDashboardResponse response = cw.putDashboard(dashboardRequest); 
            System.out.println(dashboardName +" was successfully created."); 
            List<DashboardValidationMessage> messages = 
 response.dashboardValidationMessages(); 
            if (messages.isEmpty()) { 
                System.out.println("There are no messages in the new Dashboard"); 
            } else { 
                for (DashboardValidationMessage message : messages) { 
                    System.out.println("Message is: " + message.message()); 
                } 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「PutDashboard」を参
照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

1041

https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/monitoring-2010-08-01/PutDashboard
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cloudwatch#readme
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cloudwatch#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/monitoring-2010-08-01/PutDashboard


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
メトリクスアラームを作成する

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun createDashboardWithMetrics(dashboardNameVal: String, fileNameVal: 
 String) { 
    val dashboardRequest = PutDashboardRequest { 
        dashboardName = dashboardNameVal 
        dashboardBody = readFileAsString(fileNameVal) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.putDashboard(dashboardRequest) 
        println("$dashboardNameVal was successfully created.") 
        val messages = response.dashboardValidationMessages 
        if (messages != null) { 
            if (messages.isEmpty()) { 
                println("There are no messages in the new Dashboard") 
            } else { 
                for (message in messages) { 
                    println("Message is: ${message.message}") 
                } 
            } 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「PutDashboard」を参照
してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスアラー
ムを作成する
次のコード例は、Amazon CloudWatch アラームを作成または更新し、指定したメトリクス、メトリクス
の数式、異常検出モデル、または Metrics Insights クエリに関連付ける方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Add a metric alarm to send an email when the metric passes a threshold. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmDescription">A description of the alarm.</param> 
    /// <param name="alarmName">The name for the alarm.</param> 
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    /// <param name="comparison">The type of comparison to use.</param> 
    /// <param name="metricName">The name of the metric for the alarm.</param> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="threshold">The threshold value for the alarm.</param> 
    /// <param name="alarmActions">Optional actions to execute when in an alarm 
 state.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> PutMetricEmailAlarm(string alarmDescription, string 
 alarmName, ComparisonOperator comparison, 
        string metricName, string metricNamespace, double threshold, List<string> 
 alarmActions = null) 
    { 
        try 
        { 
            var putEmailAlarmResponse = await 
 _amazonCloudWatch.PutMetricAlarmAsync( 
                new PutMetricAlarmRequest() 
                { 
                    AlarmActions = alarmActions, 
                    AlarmDescription = alarmDescription, 
                    AlarmName = alarmName, 
                    ComparisonOperator = comparison, 
                    Threshold = threshold, 
                    Namespace = metricNamespace, 
                    MetricName = metricName, 
                    EvaluationPeriods = 1, 
                    Period = 10, 
                    Statistic = new Statistic("Maximum"), 
                    DatapointsToAlarm = 1, 
                    TreatMissingData = "ignore" 
                }); 
            return putEmailAlarmResponse.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
        } 
        catch (LimitExceededException lex) 
        { 
            _logger.LogError(lex, $"Unable to add alarm {alarmName}. Alarm quota 
 has already been reached."); 
        } 

        return false; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add specific email actions to a list of action strings for a CloudWatch 
 alarm. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accountId">The AccountId for the alarm.</param> 
    /// <param name="region">The region for the alarm.</param> 
    /// <param name="emailTopicName">An Amazon Simple Notification Service (SNS) 
 topic for the alarm email.</param> 
    /// <param name="alarmActions">Optional list of existing alarm actions to 
 append to.</param> 
    /// <returns>A list of string actions for an alarm.</returns> 
    public List<string> AddEmailAlarmAction(string accountId, string region, 
        string emailTopicName, List<string>? alarmActions = null) 
    { 
        alarmActions ??= new List<string>(); 
        var snsAlarmAction = $"arn:aws:sns:{region}:{accountId}:{emailTopicName}"; 
        alarmActions.Add(snsAlarmAction); 
        return alarmActions; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「PutMetricAlarm」を参照して
ください。
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C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

必要なファイルを含めます。

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/monitoring/CloudWatchClient.h>
#include <aws/monitoring/model/PutMetricAlarmRequest.h>
#include <iostream>

メトリクスを監視するアラームを作成します。

        Aws::CloudWatch::CloudWatchClient cw; 
        Aws::CloudWatch::Model::PutMetricAlarmRequest request; 
        request.SetAlarmName(alarm_name); 
        request.SetComparisonOperator( 
            Aws::CloudWatch::Model::ComparisonOperator::GreaterThanThreshold); 
        request.SetEvaluationPeriods(1); 
        request.SetMetricName("CPUUtilization"); 
        request.SetNamespace("AWS/EC2"); 
        request.SetPeriod(60); 
        request.SetStatistic(Aws::CloudWatch::Model::Statistic::Average); 
        request.SetThreshold(70.0); 
        request.SetActionsEnabled(false); 
        request.SetAlarmDescription("Alarm when server CPU exceeds 70%"); 
        request.SetUnit(Aws::CloudWatch::Model::StandardUnit::Seconds); 

        Aws::CloudWatch::Model::Dimension dimension; 
        dimension.SetName("InstanceId"); 
        dimension.SetValue(instanceId); 

        request.AddDimensions(dimension); 

        auto outcome = cw.PutMetricAlarm(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) 
        { 
            std::cout << "Failed to create CloudWatch alarm:" << 
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
        } 
        else 
        { 
            std::cout << "Successfully created CloudWatch alarm " << alarm_name 
                << std::endl; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「PutMetricAlarm」を参照して
ください。
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Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String createAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            String alarmName = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText(); 
            String emailTopic = rootNode.findValue("emailTopic").asText(); 
            String accountId = rootNode.findValue("accountId").asText(); 
            String region = rootNode.findValue("region").asText(); 

            // Create a List for alarm actions. 
            List<String> alarmActions = new ArrayList<>(); 
            alarmActions.add("arn:aws:sns:"+region+":"+accountId+":"+emailTopic); 
            PutMetricAlarmRequest alarmRequest = PutMetricAlarmRequest.builder() 
                .alarmActions(alarmActions) 
                .alarmDescription("Example metric alarm") 
                .alarmName(alarmName) 
                
 .comparisonOperator(ComparisonOperator.GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO_THRESHOLD) 
                .threshold(100.00) 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .evaluationPeriods(1) 
                .period(10) 
                .statistic("Maximum") 
                .datapointsToAlarm(1) 
                .treatMissingData("ignore") 
                .build(); 

            cw.putMetricAlarm(alarmRequest); 
            System.out.println(alarmName +" was successfully created!"); 
            return alarmName; 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「PutMetricAlarm」を参照
してください。
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JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchClient({ region: DEFAULT_REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

import { PutMetricAlarmCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => { 
  // This alarm triggers when CPUUtilization exceeds 70% for one minute. 
  const command = new PutMetricAlarmCommand({ 
    AlarmName: process.env.CLOUDWATCH_ALARM_NAME, // Set the value of 
 CLOUDWATCH_ALARM_NAME to the name of an existing alarm. 
    ComparisonOperator: "GreaterThanThreshold", 
    EvaluationPeriods: 1, 
    MetricName: "CPUUtilization", 
    Namespace: "AWS/EC2", 
    Period: 60, 
    Statistic: "Average", 
    Threshold: 70.0, 
    ActionsEnabled: false, 
    AlarmDescription: "Alarm when server CPU exceeds 70%", 
    Dimensions: [ 
      { 
        Name: "InstanceId", 
        Value: process.env.EC2_INSTANCE_ID, // Set the value of EC_INSTANCE_ID to 
 the Id of an existing Amazon EC2 instance. 
      }, 
    ], 
    Unit: "Percent", 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「PutMetricAlarm」を参

照してください。
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SDK for JavaScript (v2)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});

var params = { 
  AlarmName: 'Web_Server_CPU_Utilization', 
  ComparisonOperator: 'GreaterThanThreshold', 
  EvaluationPeriods: 1, 
  MetricName: 'CPUUtilization', 
  Namespace: 'AWS/EC2', 
  Period: 60, 
  Statistic: 'Average', 
  Threshold: 70.0, 
  ActionsEnabled: false, 
  AlarmDescription: 'Alarm when server CPU exceeds 70%', 
  Dimensions: [ 
    { 
      Name: 'InstanceId', 
      Value: 'INSTANCE_ID' 
    }, 
  ], 
  Unit: 'Percent'
};

cw.putMetricAlarm(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「PutMetricAlarm」を参

照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。
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suspend fun putMetricAlarm(alarmNameVal: String, instanceIdVal: String) { 

    val dimensionOb = Dimension { 
        name = "InstanceId" 
        value = instanceIdVal 
    } 

    val request = PutMetricAlarmRequest { 
        alarmName = alarmNameVal 
        comparisonOperator = ComparisonOperator.GreaterThanThreshold 
        evaluationPeriods = 1 
        metricName = "CPUUtilization" 
        namespace = "AWS/EC2" 
        period = 60 
        statistic = Statistic.fromValue("Average") 
        threshold = 70.0 
        actionsEnabled = false 
        alarmDescription = "An Alarm created by the Kotlin SDK when server CPU 
 utilization exceeds 70%" 
        unit = StandardUnit.fromValue("Seconds") 
        dimensions = listOf(dimensionOb) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.putMetricAlarm(request) 
        println("Successfully created an alarm with name $alarmNameVal") 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「PutMetricAlarm」を参照し
てください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 

    def create_metric_alarm( 
            self, metric_namespace, metric_name, alarm_name, stat_type, period, 
            eval_periods, threshold, comparison_op): 
        """ 
        Creates an alarm that watches a metric. 

        :param metric_namespace: The namespace of the metric. 
        :param metric_name: The name of the metric. 
        :param alarm_name: The name of the alarm. 
        :param stat_type: The type of statistic the alarm watches. 
        :param period: The period in which metric data are grouped to calculate 
                       statistics. 
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        :param eval_periods: The number of periods that the metric must be over the 
                             alarm threshold before the alarm is set into an 
 alarmed 
                             state. 
        :param threshold: The threshold value to compare against the metric 
 statistic. 
        :param comparison_op: The comparison operation used to compare the 
 threshold 
                              against the metric. 
        :return: The newly created alarm. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(metric_namespace, metric_name) 
            alarm = metric.put_alarm( 
                AlarmName=alarm_name, 
                Statistic=stat_type, 
                Period=period, 
                EvaluationPeriods=eval_periods, 
                Threshold=threshold, 
                ComparisonOperator=comparison_op) 
            logger.info( 
                "Added alarm %s to track metric %s.%s.", alarm_name, 
 metric_namespace, 
                metric_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't add alarm %s to metric %s.%s", alarm_name, 
 metric_namespace, 
                metric_name) 
            raise 
        else: 
            return alarm

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの「PutMetricAlarm」
を参照してください。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP
Note

これはデベロッパープレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変
更される場合があるため、本稼働環境での使用はお勧めできません。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    TRY. 
        lo_cwt->putmetricalarm( 
          iv_alarmname                 = iv_alarm_name 
          iv_comparisonoperator        = iv_comparison_operator 
          iv_evaluationperiods         = iv_evaluation_periods 
          iv_metricname                = iv_metric_name 
          iv_namespace                 = iv_namespace 
          iv_statistic                 = iv_statistic 
          iv_threshold                 = iv_threshold 
          iv_actionsenabled            = iv_actions_enabled 
          iv_alarmdescription          = iv_alarm_description 
          iv_unit                      = iv_unit 
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          iv_period                    = iv_period 
          it_dimensions                = it_dimensions 
        ). 
        MESSAGE 'Alarm created.' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_cwtlimitexceededfault. 
        MESSAGE 'The request processing has exceeded the limit' TYPE 'E'. 
    ENDTRY.

• API の詳細については、「AWS SDK for SAP ABAP API リファレンス」の「PutMetricAlarm」
を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

CloudWatch 異常検知器を作成する
以下は、Amazon CloudWatch 異常検知器を作成する方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Add an anomaly detector for a single metric. 
    /// </summary> 
    /// <param name="anomalyDetector">A single metric anomaly detector.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> PutAnomalyDetector(SingleMetricAnomalyDetector 
 anomalyDetector) 
    { 
        var putAlarmDetectorResult = await 
 _amazonCloudWatch.PutAnomalyDetectorAsync( 
            new PutAnomalyDetectorRequest() 
            { 
                SingleMetricAnomalyDetector = anomalyDetector 
            }); 

        return putAlarmDetectorResult.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API Reference」( API リファレンス) の
「PutAnomalyDetector」を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    public static void addAnomalyDetector(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            SingleMetricAnomalyDetector singleMetricAnomalyDetector = 
 SingleMetricAnomalyDetector.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .stat("Maximum") 
                .build(); 

            PutAnomalyDetectorRequest anomalyDetectorRequest = 
 PutAnomalyDetectorRequest.builder() 
                .singleMetricAnomalyDetector(singleMetricAnomalyDetector) 
                .build(); 

            cw.putAnomalyDetector(anomalyDetectorRequest); 
            System.out.println("Added anomaly detector for metric 
 "+customMetricName+"."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API Reference」( API リファレンス) の
「PutAnomalyDetector」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun addAnomalyDetector(fileName: String?) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 
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    val singleMetricAnomalyDetectorVal = SingleMetricAnomalyDetector { 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
        stat = "Maximum" 
    } 

    val anomalyDetectorRequest = PutAnomalyDetectorRequest { 
        singleMetricAnomalyDetector = singleMetricAnomalyDetectorVal 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.putAnomalyDetector(anomalyDetectorRequest) 
        println("Added anomaly detector for metric $customMetricName.") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API reference」( SDK for Kotlin API リファレン
ス) の「PutAnomalyDetector」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch アラームを削除す
る
次のコード例で、Amazon CloudWatch アラームを削除する方法を示します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete a list of alarms from CloudWatch. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmNames">A list of names of alarms to delete.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteAlarms(List<string> alarmNames) 
    { 
        var deleteAlarmsResult = await _amazonCloudWatch.DeleteAlarmsAsync( 
            new DeleteAlarmsRequest() 
            { 
                AlarmNames = alarmNames 
            }); 

        return deleteAlarmsResult.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「DeleteAlarms」を参照してく
ださい。
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C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

必要なファイルを含めます。

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/monitoring/CloudWatchClient.h>
#include <aws/monitoring/model/DeleteAlarmsRequest.h>
#include <iostream>

アラームを削除します。

        Aws::CloudWatch::CloudWatchClient cw; 
        Aws::CloudWatch::Model::DeleteAlarmsRequest request; 
        request.AddAlarmNames(alarm_name); 

        auto outcome = cw.DeleteAlarms(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) 
        { 
            std::cout << "Failed to delete CloudWatch alarm:" << 
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
        } 
        else 
        { 
            std::cout << "Successfully deleted CloudWatch alarm " << alarm_name 
                << std::endl; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「DeleteAlarms」を参照してく
ださい。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void deleteCWAlarm(CloudWatchClient cw, String alarmName) { 

        try { 
            DeleteAlarmsRequest request = DeleteAlarmsRequest.builder() 
                .alarmNames(alarmName) 
                .build(); 

            cw.deleteAlarms(request); 
            System.out.printf("Successfully deleted alarm %s", alarmName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「DeleteAlarms」を参照し
てください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchClient({ region: DEFAULT_REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

import { DeleteAlarmsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => { 
  const command = new DeleteAlarmsCommand({ 
    AlarmNames: [process.env.CLOUDWATCH_ALARM_NAME], // Set the value of 
 CLOUDWATCH_ALARM_NAME to the name of an existing alarm. 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「DeleteAlarms」を参照

してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
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AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});

var params = { 
  AlarmNames: ['Web_Server_CPU_Utilization']
};

cw.deleteAlarms(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「DeleteAlarms」を参照

してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun deleteAlarm(alarmNameVal: String) { 
    val request = DeleteAlarmsRequest { 
        alarmNames = listOf(alarmNameVal) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.deleteAlarms(request) 
        println("Successfully deleted alarm $alarmNameVal") 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「DeleteAlarms」を参照して
ください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。
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class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 

    def delete_metric_alarms(self, metric_namespace, metric_name): 
        """ 
        Deletes all of the alarms that are currently watching the specified metric. 

        :param metric_namespace: The namespace of the metric. 
        :param metric_name: The name of the metric. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(metric_namespace, metric_name) 
            metric.alarms.delete() 
            logger.info( 
                "Deleted alarms for metric %s.%s.", metric_namespace, metric_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't delete alarms for metric %s.%s.", metric_namespace, 
                metric_name) 
            raise

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの「DeleteAlarms」を
参照してください。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP
Note

これはデベロッパープレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変
更される場合があるため、本稼働環境での使用はお勧めできません。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    TRY. 
        lo_cwt->deletealarms( 
          it_alarmnames = it_alarm_names 
        ). 
        MESSAGE 'Alarms deleted.' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_cwtresourcenotfound . 
        MESSAGE 'Resource being accessed is not found.' TYPE 'E'. 
    ENDTRY.

• API の詳細については、「AWS SDK for SAP ABAP API リファレンス」の「DeleteAlarms」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。
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AWS SDK を使用して CloudWatch 異常検知器を削除
する
以下は、Amazon CloudWatch 異常検知器を削除する方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete a single metric anomaly detector. 
    /// </summary> 
    /// <param name="anomalyDetector">The anomaly detector to delete.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteAnomalyDetector(SingleMetricAnomalyDetector 
 anomalyDetector) 
    { 
        var deleteAnomalyDetectorResponse = await 
 _amazonCloudWatch.DeleteAnomalyDetectorAsync( 
            new DeleteAnomalyDetectorRequest() 
            { 
                SingleMetricAnomalyDetector = anomalyDetector 
            }); 

        return deleteAnomalyDetectorResponse.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API Reference」( API リファレンス) の
「DeleteAnomalyDetector」を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void deleteAnomalyDetector(CloudWatchClient cw, String fileName) 
 { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
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            SingleMetricAnomalyDetector singleMetricAnomalyDetector = 
 SingleMetricAnomalyDetector.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .stat("Maximum") 
                .build(); 

            DeleteAnomalyDetectorRequest request = 
 DeleteAnomalyDetectorRequest.builder() 
                .singleMetricAnomalyDetector(singleMetricAnomalyDetector) 
                .build(); 

            cw.deleteAnomalyDetector(request); 
            System.out.println("Successfully deleted the Anomaly Detector."); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API Reference」( API リファレンス) の
「DeleteAnomalyDetector」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun deleteAnomalyDetector(fileName: String) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 

    val singleMetricAnomalyDetectorVal = SingleMetricAnomalyDetector { 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
        stat = "Maximum" 
    } 

    val request = DeleteAnomalyDetectorRequest { 
        singleMetricAnomalyDetector = singleMetricAnomalyDetectorVal 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.deleteAnomalyDetector(request) 
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        println("Successfully deleted the Anomaly Detector.") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の
「DeleteAnomalyDetector」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch ダッシュボードを
削除する
以下は、Amazon CloudWatch ダッシュボードを削除する方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete a list of CloudWatch dashboards. 
    /// </summary> 
    /// <param name="dashboardNames">List of dashboard names to delete.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteDashboards(List<string> dashboardNames) 
    { 
        var deleteDashboardsResponse = await 
 _amazonCloudWatch.DeleteDashboardsAsync( 
            new DeleteDashboardsRequest() 
            { 
                DashboardNames = dashboardNames 
            }); 

        return deleteDashboardsResponse.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DeleteDashboards」を
参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    public static void deleteDashboard(CloudWatchClient cw, String dashboardName) { 
        try { 
            DeleteDashboardsRequest dashboardsRequest = 
 DeleteDashboardsRequest.builder() 
                .dashboardNames(dashboardName) 
                .build(); 
            cw.deleteDashboards(dashboardsRequest); 
            System.out.println(dashboardName + " was successfully deleted."); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DeleteDashboards」
を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun deleteDashboard(dashboardName: String) { 
    val dashboardsRequest = DeleteDashboardsRequest { 
        dashboardNames = listOf(dashboardName) 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.deleteDashboards(dashboardsRequest) 
        println("$dashboardName was successfully deleted.") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DeleteDashboards」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch アラームの履歴を
記述する
以下は、Amazon CloudWatch アラームの履歴を記述する方法を示すコード例です。
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.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Describe the history of an alarm for a number of days in the past. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmName">The name of the alarm.</param> 
    /// <param name="historyDays">The number of days in the past.</param> 
    /// <returns>The list of alarm history data.</returns> 
    public async Task<List<AlarmHistoryItem>> DescribeAlarmHistory(string 
 alarmName, int historyDays) 
    { 
        List<AlarmHistoryItem> alarmHistory = new List<AlarmHistoryItem>(); 
        var paginatedAlarmHistory = 
 _amazonCloudWatch.Paginators.DescribeAlarmHistory( 
            new DescribeAlarmHistoryRequest() 
            { 
                AlarmName = alarmName, 
                EndDateUtc = DateTime.UtcNow, 
                HistoryItemType = HistoryItemType.StateUpdate, 
                StartDateUtc = DateTime.UtcNow.AddDays(-historyDays) 
            }); 

        await foreach (var data in paginatedAlarmHistory.AlarmHistoryItems) 
        { 
            alarmHistory.Add(data); 
        } 
        return alarmHistory; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「DescribeAlarmHistory」を参
照してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void getAlarmHistory(CloudWatchClient cw, String fileName, String 
 date) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String alarmName = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText(); 

            Instant start = Instant.parse(date); 
            Instant endDate = Instant.now(); 
            DescribeAlarmHistoryRequest historyRequest = 
 DescribeAlarmHistoryRequest.builder() 

1061

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/CloudWatch#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/CloudWatch#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/monitoring-2010-08-01/DescribeAlarmHistory
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cloudwatch#readme
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cloudwatch#readme


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
アラーム利益の詳細を表示する

                .startDate(start) 
                .endDate(endDate) 
                .alarmName(alarmName) 
                .historyItemType(HistoryItemType.ACTION) 
                .build(); 

            DescribeAlarmHistoryResponse response = 
 cw.describeAlarmHistory(historyRequest); 
            List<AlarmHistoryItem>historyItems = response.alarmHistoryItems(); 
            if (historyItems.isEmpty()) { 
                System.out.println("No alarm history data found for "+alarmName 
 +"."); 
            } else { 
                for (AlarmHistoryItem item: historyItems) { 
                    System.out.println("History summary: "+item.historySummary()); 
                    System.out.println("Time stamp: "+item.timestamp()); 
                } 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「DescribeAlarmHistory」
を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun getAlarmHistory(fileName: String, date: String) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val alarmNameVal = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText() 
    val start = Instant.parse(date) 
    val endDateVal = Instant.now() 

    val historyRequest = DescribeAlarmHistoryRequest { 
        startDate = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(start) 
        endDate = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(endDateVal) 
        alarmName = alarmNameVal 
        historyItemType = HistoryItemType.Action 
    } 

    CloudWatchClient { credentialsProvider = EnvironmentCredentialsProvider(); 
 region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.describeAlarmHistory(historyRequest) 
        val historyItems = response.alarmHistoryItems 
        if (historyItems != null) { 
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            if (historyItems.isEmpty()) { 
                println("No alarm history data found for $alarmNameVal.") 
            } else { 
                for (item in historyItems) { 
                    println("History summary ${item.historySummary}") 
                    println("Time stamp: ${item.timestamp}") 
                } 
            } 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API reference」( SDK for Kotlin API リファレン
ス) の「DescribeAlarmHistory」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch アラームを記述す
る
以下は、Amazon CloudWatch アラームを記述する方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Describe the current alarms, optionally filtered by state. 
    /// </summary> 
    /// <param name="stateValue">Optional filter for alarm state.</param> 
    /// <returns>The list of alarm data.</returns> 
    public async Task<List<MetricAlarm>> DescribeAlarms(StateValue? stateValue = 
 null) 
    { 
        List<MetricAlarm> alarms = new List<MetricAlarm>(); 
        var paginatedDescribeAlarms = _amazonCloudWatch.Paginators.DescribeAlarms( 
            new DescribeAlarmsRequest() 
            { 
                StateValue = stateValue 
            }); 

        await foreach (var data in paginatedDescribeAlarms.MetricAlarms) 
        { 
            alarms.Add(data); 
        } 
        return alarms; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DescribeAlarms」を参
照してください。
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Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void describeAlarms(CloudWatchClient cw) { 
        try { 
            List<AlarmType> typeList = new ArrayList<>(); 
            typeList.add(AlarmType.METRIC_ALARM); 

            DescribeAlarmsRequest alarmsRequest = DescribeAlarmsRequest.builder() 
                .alarmTypes(typeList) 
                .maxRecords(10) 
                .build(); 

            DescribeAlarmsResponse response = cw.describeAlarms(alarmsRequest); 
            List<MetricAlarm> alarmList = response.metricAlarms(); 
            for (MetricAlarm alarm: alarmList) { 
                System.out.println("Alarm name: " + alarm.alarmName()); 
                System.out.println("Alarm description: " + 
 alarm.alarmDescription()); 
            } 
        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DescribeAlarms」を
参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun describeAlarms() { 
    val typeList = ArrayList<AlarmType>() 
    typeList.add(AlarmType.MetricAlarm) 
    val alarmsRequest = DescribeAlarmsRequest { 
        alarmTypes = typeList 
        maxRecords = 10 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.describeAlarms(alarmsRequest) 
        response.metricAlarms?.forEach { alarm -> 
            println("Alarm name: ${alarm.alarmName}") 
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            println("Alarm description: ${alarm.alarmDescription}") 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DescribeAlarms」を参
照してください。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP
Note

これはデベロッパープレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変
更される場合があるため、本稼働環境での使用はお勧めできません。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    TRY. 
        oo_result = lo_cwt->describealarms(                 " oo_result is returned 
 for testing purposes. " 
          it_alarmnames = it_alarm_names 
        ). 
        MESSAGE 'Alarms retrieved.' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception). 
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|. 
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'. 
    ENDTRY.

• API の詳細については、「AWS SDK for SAP ABAP API リファレンス」の「DescribeAlarms」
を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

メトリクスに関する CloudWatch アラームを詳細表所
するために AWS SDK を使用します。
次に、メトリクスのための Amazon CloudWatch アラームについて詳細表示する場合のコード例を示しま
す。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    /// <summary> 
    /// Describe the current alarms for a specific metric. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="metricName">The name of the metric.</param> 
    /// <returns>The list of alarm data.</returns> 
    public async Task<List<MetricAlarm>> DescribeAlarmsForMetric(string 
 metricNamespace, string metricName) 
    { 
        var alarmsResult = await _amazonCloudWatch.DescribeAlarmsForMetricAsync( 
            new DescribeAlarmsForMetricRequest() 
            { 
                Namespace = metricNamespace, 
                MetricName = metricName 
            }); 

        return alarmsResult.MetricAlarms; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「DescribeAlarmsForMetric」
を参照してください。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

必要なファイルを含めます。

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/monitoring/CloudWatchClient.h>
#include <aws/monitoring/model/DescribeAlarmsRequest.h>
#include <aws/monitoring/model/DescribeAlarmsResult.h>
#include <iomanip>
#include <iostream>

mon-describe-alarms

        Aws::CloudWatch::CloudWatchClient cw; 
        Aws::CloudWatch::Model::DescribeAlarmsRequest request; 
        request.SetMaxRecords(1); 

        bool done = false; 
        bool header = false; 
        while (!done) 
        { 
            auto outcome = cw.DescribeAlarms(request); 
            if (!outcome.IsSuccess()) 
            { 
                std::cout << "Failed to describe CloudWatch alarms:" << 
                    outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
                break; 
            } 

            if (!header) 
            { 
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                std::cout << std::left << 
                    std::setw(32) << "Name" << 
                    std::setw(64) << "Arn" << 
                    std::setw(64) << "Description" << 
                    std::setw(20) << "LastUpdated" << 
                    std::endl; 
                header = true; 
            } 

            const auto &alarms = outcome.GetResult().GetMetricAlarms(); 
            for (const auto &alarm : alarms) 
            { 
                std::cout << std::left << 
                    std::setw(32) << alarm.GetAlarmName() << 
                    std::setw(64) << alarm.GetAlarmArn() << 
                    std::setw(64) << alarm.GetAlarmDescription() << 
                    std::setw(20) << 
                    alarm.GetAlarmConfigurationUpdatedTimestamp().ToGmtString( 
                        SIMPLE_DATE_FORMAT_STR) << 
                    std::endl; 
            } 

            const auto &next_token = outcome.GetResult().GetNextToken(); 
            request.SetNextToken(next_token); 
            done = next_token.empty(); 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「DescribeAlarmsForMetric」を
参照してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void checkForMetricAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            boolean hasAlarm = false; 
            int retries = 10; 

            DescribeAlarmsForMetricRequest metricRequest = 
 DescribeAlarmsForMetricRequest.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            while (!hasAlarm && retries > 0) { 
                DescribeAlarmsForMetricResponse response = 
 cw.describeAlarmsForMetric(metricRequest); 
                hasAlarm = response.hasMetricAlarms(); 
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                retries--; 
                Thread.sleep(20000); 
                System.out.println("."); 
            } 
            if (!hasAlarm) 
                System.out.println("No Alarm state found for "+ customMetricName +" 
 after 10 retries."); 
            else 
               System.out.println("Alarm state found for "+ customMetricName +"."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの
「DescribeAlarmsForMetric」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchClient({ region: DEFAULT_REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

import { DescribeAlarmsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => { 
  const command = new DescribeAlarmsCommand({ 
    AlarmNames: [process.env.CLOUDWATCH_ALARM_NAME], // Set the value of 
 CLOUDWATCH_ALARM_NAME to the name of an existing alarm. 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの

「DescribeAlarmsForMetric」を参照してください。
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SDK for JavaScript (v2)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});

cw.describeAlarms({StateValue: 'INSUFFICIENT_DATA'}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    // List the names of all current alarms in the console 
    data.MetricAlarms.forEach(function (item, index, array) { 
       console.log(item.AlarmName); 
    }); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの

「DescribeAlarmsForMetric」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun checkForMetricAlarm(fileName: String?) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 
    var hasAlarm = false 
    var retries = 10 

    val metricRequest = DescribeAlarmsForMetricRequest { 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        while (!hasAlarm && retries > 0) { 
            val response = cwClient.describeAlarmsForMetric(metricRequest) 
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            if (response.metricAlarms?.count()!! > 0) { 
                hasAlarm = true 
            } 
            retries-- 
            delay(20000) 
            println(".") 
        } 
        if (!hasAlarm) println("No Alarm state found for $customMetricName after 10 
 retries.") else println("Alarm state found for $customMetricName.") 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「DescribeAlarmsForMetric」
を参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 

    def get_metric_alarms(self, metric_namespace, metric_name): 
        """ 
        Gets the alarms that are currently watching the specified metric. 

        :param metric_namespace: The namespace of the metric. 
        :param metric_name: The name of the metric. 
        :returns: An iterator that yields the alarms. 
        """ 
        metric = self.cloudwatch_resource.Metric(metric_namespace, metric_name) 
        alarm_iter = metric.alarms.all() 
        logger.info("Got alarms for metric %s.%s.", metric_namespace, metric_name) 
        return alarm_iter

• API の詳細については、AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「DescribeAlarmsForMetric」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch 異常検知器を記述
する
以下は、Amazon CloudWatch 異常検知器を記述する方法を示すコード例です。
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.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Describe anomaly detectors for a metric and namespace. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="metricName">The metric of the anomaly detectors.</param> 
    /// <returns>The list of detectors.</returns> 
    public async Task<List<AnomalyDetector>> DescribeAnomalyDetectors(string 
 metricNamespace, string metricName) 
    { 
        List<AnomalyDetector> detectors = new List<AnomalyDetector>(); 
        var paginatedDescribeAnomalyDetectors = 
 _amazonCloudWatch.Paginators.DescribeAnomalyDetectors( 
            new DescribeAnomalyDetectorsRequest() 
            { 
                MetricName = metricName, 
                Namespace = metricNamespace 
            }); 

        await foreach (var data in 
 paginatedDescribeAnomalyDetectors.AnomalyDetectors) 
        { 
            detectors.Add(data); 
        } 

        return detectors; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の
「DescribeAnomalyDetectors」を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void describeAnomalyDetectors(CloudWatchClient cw, String 
 fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
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            DescribeAnomalyDetectorsRequest detectorsRequest = 
 DescribeAnomalyDetectorsRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            DescribeAnomalyDetectorsResponse response = 
 cw.describeAnomalyDetectors(detectorsRequest) ; 
            List<AnomalyDetector> anomalyDetectorList = 
 response.anomalyDetectors(); 
            for (AnomalyDetector detector: anomalyDetectorList) { 
                System.out.println("Metric name: 
 "+detector.singleMetricAnomalyDetector().metricName()); 
                System.out.println("State: "+detector.stateValue()); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の
「DescribeAnomalyDetectors」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun describeAnomalyDetectors(fileName: String) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 

    val detectorsRequest = DescribeAnomalyDetectorsRequest { 
        maxResults = 10 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.describeAnomalyDetectors(detectorsRequest) 
        response.anomalyDetectors?.forEach { detector -> 
            println("Metric name: 
 ${detector.singleMetricAnomalyDetector?.metricName}") 
            println("State: ${detector.stateValue}") 
        } 
    }
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の
「DescribeAnomalyDetectors」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch のアラームアク
ションを無効化する
次に、Amazon CloudWatch アラームアクションを無効にする場合のコード例を示します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Disable the actions for a list of alarms from CloudWatch. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmNames">A list of names of alarms.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DisableAlarmActions(List<string> alarmNames) 
    { 
        var disableAlarmActionsResult = await 
 _amazonCloudWatch.DisableAlarmActionsAsync( 
            new DisableAlarmActionsRequest() 
            { 
                AlarmNames = alarmNames 
            }); 

        return disableAlarmActionsResult.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API 詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「DisableAlarmActions」を参照
してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

必要なファイルを含めます。

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/monitoring/CloudWatchClient.h>
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#include <aws/monitoring/model/DisableAlarmActionsRequest.h>
#include <iostream>

アラームアクションを無効化します。

        Aws::CloudWatch::CloudWatchClient cw; 

        Aws::CloudWatch::Model::DisableAlarmActionsRequest 
 disableAlarmActionsRequest; 
        disableAlarmActionsRequest.AddAlarmNames(alarm_name); 

        auto disableAlarmActionsOutcome = 
 cw.DisableAlarmActions(disableAlarmActionsRequest); 
        if (!disableAlarmActionsOutcome.IsSuccess()) 
        { 
            std::cout << "Failed to disable actions for alarm " << alarm_name << 
                ": " << disableAlarmActionsOutcome.GetError().GetMessage() << 
                std::endl; 
        } 
        else 
        { 
            std::cout << "Successfully disabled actions for alarm " << 
                alarm_name << std::endl; 
        }

• API 詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「DisableAlarmActions」を参照し
てください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void disableActions(CloudWatchClient cw, String alarmName) { 

        try { 
            DisableAlarmActionsRequest request = 
 DisableAlarmActionsRequest.builder() 
                .alarmNames(alarmName) 
                .build(); 

            cw.disableAlarmActions(request); 
            System.out.printf("Successfully disabled actions on alarm %s", 
 alarmName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API 詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「DisableAlarmActions」を参
照してください。

1074

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/monitoring-2010-08-01/DisableAlarmActions
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cloudwatch#readme
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/cloudwatch#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/monitoring-2010-08-01/DisableAlarmActions


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
アラームアクションの無効化

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchClient({ region: DEFAULT_REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

import { DisableAlarmActionsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => { 
  const command = new DisableAlarmActionsCommand({ 
    AlarmNames: process.env.CLOUDWATCH_ALARM_NAME, // Set the value of 
 CLOUDWATCH_ALARM_NAME to the name of an existing alarm. 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API 詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「DisableAlarmActions」を

参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});

cw.disableAlarmActions({AlarmNames: ['Web_Server_CPU_Utilization']}, function(err, 
 data) { 

1075

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascriptv3/example_code/cloudwatch#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascriptv3/example_code/cloudwatch#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-cloudwatch/classes/disablealarmactionscommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/cloudwatch#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/cloudwatch#code-examples


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
アラームアクションの無効化

  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API 詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「DisableAlarmActions」を

参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun disableActions(alarmName: String) { 

    val request = DisableAlarmActionsRequest { 
        alarmNames = listOf(alarmName) 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.disableAlarmActions(request) 
        println("Successfully disabled actions on alarm $alarmName") 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「DisableAlarmActions」を参
照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 
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    def enable_alarm_actions(self, alarm_name, enable): 
        """ 
        Enables or disables actions on the specified alarm. Alarm actions can be 
        used to send notifications or automate responses when an alarm enters a 
        particular state. 

        :param alarm_name: The name of the alarm. 
        :param enable: When True, actions are enabled for the alarm. Otherwise, 
 they 
                       disabled. 
        """ 
        try: 
            alarm = self.cloudwatch_resource.Alarm(alarm_name) 
            if enable: 
                alarm.enable_actions() 
            else: 
                alarm.disable_actions() 
            logger.info( 
                "%s actions for alarm %s.", "Enabled" if enable else "Disabled", 
                alarm_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't %s actions alarm %s.", "enable" if enable else "disable", 
                alarm_name) 
            raise

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「DisableAlarmActions」を参照してください。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

これはデベロッパープレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変
更される場合があるため、本稼働環境での使用はお勧めできません。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    "Disables actions on the specified alarm. " 
    TRY. 
        lo_cwt->disablealarmactions( 
          it_alarmnames = it_alarm_names 
        ). 
        MESSAGE 'Alarm actions disabled.' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception). 
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|. 
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'. 
    ENDTRY.

• API の詳細については、「AWS SDK for SAP ABAP API リファレンス」の
「DisableAlarmActions」を参照してください。
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch のアラームアク
ションを有効化する
次に、Amazon CloudWatch アラームアクションを有効にする場合のコード例を示します。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Enable the actions for a list of alarms from CloudWatch. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmNames">A list of names of alarms.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> EnableAlarmActions(List<string> alarmNames) 
    { 
        var enableAlarmActionsResult = await 
 _amazonCloudWatch.EnableAlarmActionsAsync( 
            new EnableAlarmActionsRequest() 
            { 
                AlarmNames = alarmNames 
            }); 

        return enableAlarmActionsResult.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「EnableAlarmActions」を参照
してください。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

必要なファイルを含めます。

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/monitoring/CloudWatchClient.h>
#include <aws/monitoring/model/EnableAlarmActionsRequest.h>
#include <aws/monitoring/model/PutMetricAlarmRequest.h>
#include <iostream>

アラームアクションを有効化します。
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    Aws::CloudWatch::CloudWatchClient cw; 
    Aws::CloudWatch::Model::PutMetricAlarmRequest request; 
    request.SetAlarmName(alarm_name); 
    request.SetComparisonOperator( 
        Aws::CloudWatch::Model::ComparisonOperator::GreaterThanThreshold); 
    request.SetEvaluationPeriods(1); 
    request.SetMetricName("CPUUtilization"); 
    request.SetNamespace("AWS/EC2"); 
    request.SetPeriod(60); 
    request.SetStatistic(Aws::CloudWatch::Model::Statistic::Average); 
    request.SetThreshold(70.0); 
    request.SetActionsEnabled(false); 
    request.SetAlarmDescription("Alarm when server CPU exceeds 70%"); 
    request.SetUnit(Aws::CloudWatch::Model::StandardUnit::Seconds); 
    request.AddAlarmActions(actionArn); 

    Aws::CloudWatch::Model::Dimension dimension; 
    dimension.SetName("InstanceId"); 
    dimension.SetValue(instanceId); 
    request.AddDimensions(dimension); 

    auto outcome = cw.PutMetricAlarm(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) 
    { 
        std::cout << "Failed to create CloudWatch alarm:" << 
            outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
        return; 
    } 

    Aws::CloudWatch::Model::EnableAlarmActionsRequest enable_request; 
    enable_request.AddAlarmNames(alarm_name); 

    auto enable_outcome = cw.EnableAlarmActions(enable_request); 
    if (!enable_outcome.IsSuccess()) 
    { 
        std::cout << "Failed to enable alarm actions:" << 
            enable_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
        return; 
    } 

    std::cout << "Successfully created alarm " << alarm_name << 
        " and enabled actions on it." << std::endl;

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「EnableAlarmActions」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void enableActions(CloudWatchClient cw, String alarm) { 

        try { 
            EnableAlarmActionsRequest request = EnableAlarmActionsRequest.builder() 
                .alarmNames(alarm) 
                .build(); 
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            cw.enableAlarmActions(request); 
            System.out.printf("Successfully enabled actions on alarm %s", alarm); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
   }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「EnableAlarmActions」を
参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchClient({ region: DEFAULT_REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

import { EnableAlarmActionsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => { 
  const command = new EnableAlarmActionsCommand({ 
    AlarmNames: [process.env.CLOUDWATCH_ALARM_NAME], // Set the value of 
 CLOUDWATCH_ALARM_NAME to the name of an existing alarm. 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「EnableAlarmActions」

を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。
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SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});

var params = { 
  AlarmName: 'Web_Server_CPU_Utilization', 
  ComparisonOperator: 'GreaterThanThreshold', 
  EvaluationPeriods: 1, 
  MetricName: 'CPUUtilization', 
  Namespace: 'AWS/EC2', 
  Period: 60, 
  Statistic: 'Average', 
  Threshold: 70.0, 
  ActionsEnabled: true, 
  AlarmActions: ['ACTION_ARN'], 
  AlarmDescription: 'Alarm when server CPU exceeds 70%', 
  Dimensions: [ 
    { 
      Name: 'InstanceId', 
      Value: 'INSTANCE_ID' 
    }, 
  ], 
  Unit: 'Percent'
};

cw.putMetricAlarm(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Alarm action added", data); 
    var paramsEnableAlarmAction = { 
      AlarmNames: [params.AlarmName] 
    }; 
    cw.enableAlarmActions(paramsEnableAlarmAction, function(err, data) { 
      if (err) { 
        console.log("Error", err); 
      } else { 
        console.log("Alarm action enabled", data); 
      } 
    }); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「EnableAlarmActions」

を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun enableActions(alarm: String) { 

    val request = EnableAlarmActionsRequest { 
        alarmNames = listOf(alarm) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.enableAlarmActions(request) 
        println("Successfully enabled actions on alarm $alarm") 
    }
}

• API の詳細については、AWS SDK for Kotlin API リファレンスの「EnableAlarmActions」を参
照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 

    def enable_alarm_actions(self, alarm_name, enable): 
        """ 
        Enables or disables actions on the specified alarm. Alarm actions can be 
        used to send notifications or automate responses when an alarm enters a 
        particular state. 

        :param alarm_name: The name of the alarm. 
        :param enable: When True, actions are enabled for the alarm. Otherwise, 
 they 
                       disabled. 
        """ 
        try: 
            alarm = self.cloudwatch_resource.Alarm(alarm_name) 
            if enable: 
                alarm.enable_actions() 
            else: 
                alarm.disable_actions() 
            logger.info( 
                "%s actions for alarm %s.", "Enabled" if enable else "Disabled", 
                alarm_name) 
        except ClientError: 
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            logger.exception( 
                "Couldn't %s actions alarm %s.", "enable" if enable else "disable", 
                alarm_name) 
            raise

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「EnableAlarmActions」を参照してください。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

これはデベロッパープレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変
更される場合があるため、本稼働環境での使用はお勧めできません。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    "Enable actions on the specified alarm." 
    TRY. 
        lo_cwt->enablealarmactions( 
          it_alarmnames = it_alarm_names 
        ). 
        MESSAGE 'Alarm actions enabled.' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_exception). 
        DATA(lv_error) = |"{ lo_exception->av_err_code }" - { lo_exception-
>av_err_msg }|. 
        MESSAGE lv_error TYPE 'E'. 
    ENDTRY.

• API の詳細については、「AWS SDK for SAP ABAP API リファレンス」の
「EnableAlarmActions」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

CloudWatch メトリクスデータイメージを取得する
以下は、Amazon CloudWatch メトリクスデータイメージを取得する方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    /// <summary> 
    /// Get an image for a metric graphed over time. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="metric">The name of the metric.</param> 
    /// <param name="stat">The name of the stat to chart.</param> 
    /// <param name="period">The period to use for the chart.</param> 
    /// <returns>A memory stream for the chart image.</returns> 
    public async Task<MemoryStream> GetTimeSeriesMetricImage(string 
 metricNamespace, string metric, string stat, int period) 
    { 
        var metricImageWidget = new 
        { 
            title = "Example Metric Graph", 
            view = "timeSeries", 
            stacked = false, 
            period = period, 
            width = 1400, 
            height = 600, 
            metrics = new List<List<object>> 
                { new() { metricNamespace, metric, new { stat } } } 
        }; 

        var metricImageWidgetString = JsonSerializer.Serialize(metricImageWidget); 
        var imageResponse = await _amazonCloudWatch.GetMetricWidgetImageAsync( 
            new GetMetricWidgetImageRequest() 
            { 
                MetricWidget = metricImageWidgetString 
            }); 

        return imageResponse.MetricWidgetImage; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Save a metric image to a file. 
    /// </summary> 
    /// <param name="memoryStream">The MemoryStream for the metric image.</param> 
    /// <param name="metricName">The name of the metric.</param> 
    /// <returns>The path to the file.</returns> 
    public string SaveMetricImage(MemoryStream memoryStream, string metricName) 
    { 
        var metricFileName = $"{metricName}_{DateTime.Now.Ticks}.png"; 
        using var sr = new StreamReader(memoryStream); 
        // Writes the memory stream to a file. 
        File.WriteAllBytes(metricFileName, memoryStream.ToArray()); 
        var filePath = Path.Join(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, 
            metricFileName); 
        return filePath; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の
「GetMetricWidgetImage」を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    public static void getAndOpenMetricImage(CloudWatchClient cw, String fileName) 
 { 
        System.out.println("Getting Image data for custom metric."); 
        try { 
              String myJSON = "{\n" + 
                "  \"title\": \"Example Metric Graph\",\n" + 
                "  \"view\": \"timeSeries\",\n" + 
                "  \"stacked \": false,\n" + 
                "  \"period\": 10,\n" + 
                "  \"width\": 1400,\n" + 
                "  \"height\": 600,\n" + 
                "  \"metrics\": [\n" + 
                "    [\n" + 
                "      \"AWS/Billing\",\n" + 
                "      \"EstimatedCharges\",\n" + 
                "      \"Currency\",\n" + 
                "      \"USD\"\n" + 
                "    ]\n" + 
                "  ]\n" + 
                "}"; 

            GetMetricWidgetImageRequest imageRequest = 
 GetMetricWidgetImageRequest.builder() 
                .metricWidget(myJSON) 
                .build(); 

            GetMetricWidgetImageResponse response = 
 cw.getMetricWidgetImage(imageRequest); 
            SdkBytes sdkBytes = response.metricWidgetImage(); 
            byte[] bytes = sdkBytes.asByteArray(); 
            File outputFile = new File(fileName); 
            try (FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(outputFile)) 
 { 
                outputStream.write(bytes); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の
「GetMetricWidgetImage」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun getAndOpenMetricImage(fileName: String) { 
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    println("Getting Image data for custom metric.") 
    val myJSON = """{ 
        "title": "Example Metric Graph", 
        "view": "timeSeries", 
        "stacked ": false, 
        "period": 10, 
        "width": 1400, 
        "height": 600, 
        "metrics": [ 
            [ 
            "AWS/Billing", 
            "EstimatedCharges", 
            "Currency", 
            "USD" 
            ] 
        ] 
        }""" 

    val imageRequest = GetMetricWidgetImageRequest { 
        metricWidget = myJSON 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.getMetricWidgetImage(imageRequest) 
        val bytes = response.metricWidgetImage 
        if (bytes != null) { 
            File(fileName).writeBytes(bytes) 
        } 
    } 
    println("You have successfully written data to $fileName")
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の
「GetMetricWidgetImage」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

CloudWatch ダッシュボードの詳細を取得する
次に、Amazon CloudWatch ダッシュボードの詳細を取得する際のコード例を示します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get information on a dashboard. 
    /// </summary> 
    /// <param name="dashboardName">The name of the dashboard.</param> 
    /// <returns>A JSON object with dashboard information.</returns> 
    public async Task<string> GetDashboard(string dashboardName) 
    { 

1086

https://github.com/awslabs/aws-sdk-kotlin#generating-api-documentation
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/CloudWatch#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/CloudWatch#code-examples
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メトリクスデータを取得する

        var dashboardResponse = await _amazonCloudWatch.GetDashboardAsync( 
            new GetDashboardRequest() 
            { 
                DashboardName = dashboardName 
            }); 

        return dashboardResponse.DashboardBody; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「GetDashboard」を参照して
ください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

CloudWatch メトリクスデータの値を取得する
以下は、Amazon CloudWatch メトリクスデータを取得する方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get data for CloudWatch metrics. 
    /// </summary> 
    /// <param name="minutesOfData">The number of minutes of data to include.</
param> 
    /// <param name="useDescendingTime">True to return the data descending by 
 time.</param> 
    /// <param name="endDateUtc">The end date for the data, in UTC.</param> 
    /// <param name="maxDataPoints">The maximum data points to include.</param> 
    /// <param name="dataQueries">Optional data queries to include.</param> 
    /// <returns>A list of the requested metric data.</returns> 
    public async Task<List<MetricDataResult>> GetMetricData(int minutesOfData, bool 
 useDescendingTime, DateTime? endDateUtc = null, 
        int maxDataPoints = 0, List<MetricDataQuery>? dataQueries = null) 
    { 
        var metricData = new List<MetricDataResult>(); 
        // If no end time is provided, use the current time for the end time. 
        endDateUtc ??= DateTime.UtcNow; 
        var timeZoneOffset = 
 TimeZoneInfo.Local.GetUtcOffset(endDateUtc.Value.ToLocalTime()); 
        var startTimeUtc = endDateUtc.Value.AddMinutes(-minutesOfData); 
        // The timezone string should be in the format +0000, so use the timezone 
 offset to format it correctly. 
        var timeZoneString = $"{timeZoneOffset.Hours:D2}
{timeZoneOffset.Minutes:D2}"; 
        var paginatedMetricData = _amazonCloudWatch.Paginators.GetMetricData( 
            new GetMetricDataRequest() 
            { 
                StartTimeUtc = startTimeUtc, 
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メトリクスデータを取得する

                EndTimeUtc = endDateUtc.Value, 
                LabelOptions = new LabelOptions { Timezone = timeZoneString }, 
                ScanBy = useDescendingTime ? ScanBy.TimestampDescending : 
 ScanBy.TimestampAscending, 
                MaxDatapoints = maxDataPoints, 
                MetricDataQueries = dataQueries, 
            }); 

        await foreach (var data in paginatedMetricData.MetricDataResults) 
        { 
            metricData.Add(data); 
        } 
        return metricData; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「GetMetricData」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void getCustomMetricData(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            // Set the date. 
            Instant nowDate = Instant.now(); 

            long hours = 1; 
            long minutes = 30; 
            Instant date2 = nowDate.plus(hours, ChronoUnit.HOURS).plus(minutes, 
                ChronoUnit.MINUTES); 

            Metric met = Metric.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            MetricStat metStat = MetricStat.builder() 
                .stat("Maximum") 
                .period(1) 
                .metric(met) 
                .build(); 

            MetricDataQuery dataQUery = MetricDataQuery.builder() 
                .metricStat(metStat) 
                .id("foo2") 
                .returnData(true) 
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                .build(); 

            List<MetricDataQuery> dq = new ArrayList<>(); 
            dq.add(dataQUery); 

            GetMetricDataRequest getMetReq = GetMetricDataRequest.builder() 
                .maxDatapoints(10) 
                .scanBy(ScanBy.TIMESTAMP_DESCENDING) 
                .startTime(nowDate) 
                .endTime(date2) 
                .metricDataQueries(dq) 
                .build(); 

            GetMetricDataResponse response = cw.getMetricData(getMetReq); 
            List<MetricDataResult> data = response.metricDataResults(); 
            for (MetricDataResult item : data) { 
                System.out.println("The label is " + item.label()); 
                System.out.println("The status code is " + 
 item.statusCode().toString()); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「GetMetricData」を参
照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun getCustomMetricData(fileName: String) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 

    // Set the date. 
    val nowDate = Instant.now() 
    val hours: Long = 1 
    val minutes: Long = 30 
    val date2 = nowDate.plus(hours, ChronoUnit.HOURS).plus( 
        minutes, 
        ChronoUnit.MINUTES 
    ) 
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    val met = Metric { 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
    } 

    val metStat = MetricStat { 
        stat = "Maximum" 
        period = 1 
        metric = met 
    } 

    val dataQUery = MetricDataQuery { 
        metricStat = metStat 
        id = "foo2" 
        returnData = true 
    } 

    val dq = ArrayList<MetricDataQuery>() 
    dq.add(dataQUery) 
    val getMetReq = GetMetricDataRequest { 
        maxDatapoints = 10 
        scanBy = ScanBy.TimestampDescending 
        startTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(nowDate) 
        endTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(date2) 
        metricDataQueries = dq 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.getMetricData(getMetReq) 
        response.metricDataResults?.forEach { item -> 
            println("The label is ${item.label}") 
            println("The status code is ${item.statusCode}") 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「GetMetricData」を参照
してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスの統計
情報を取得する
以下は、Amazon CloudWatch メトリクス統計を取得する方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
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    /// Get billing statistics using a call to a wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A collection of billing statistics.</returns> 
    private static async Task<List<Datapoint>> SetupBillingStatistics() 
    { 
        // Make a request for EstimatedCharges with a period of one day for the 
 past seven days. 
        var billingStatistics = await _cloudWatchWrapper.GetMetricStatistics( 
            "AWS/Billing", 
            "EstimatedCharges", 
            new List<string>() { "Maximum" }, 
            new List<Dimension>() { new Dimension { Name = "Currency", Value = 
 "USD" } }, 
            7, 
            86400); 

        billingStatistics = billingStatistics.OrderBy(n => n.Timestamp).ToList(); 

        return billingStatistics; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Wrapper to get statistics for a specific CloudWatch metric. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="metricName">The name of the metric.</param> 
    /// <param name="statistics">The list of statistics to include.</param> 
    /// <param name="dimensions">The list of dimensions to include.</param> 
    /// <param name="days">The number of days in the past to include.</param> 
    /// <param name="period">The period for the data.</param> 
    /// <returns>A list of DataPoint objects for the statistics.</returns> 
    public async Task<List<Datapoint>> GetMetricStatistics(string metricNamespace, 
        string metricName, List<string> statistics, List<Dimension> dimensions, int 
 days, int period) 
    { 
        var metricStatistics = await _amazonCloudWatch.GetMetricStatisticsAsync( 
            new GetMetricStatisticsRequest() 
            { 
                Namespace = metricNamespace, 
                MetricName = metricName, 
                Dimensions = dimensions, 
                Statistics = statistics, 
                StartTimeUtc = DateTime.UtcNow.AddDays(-days), 
                EndTimeUtc = DateTime.UtcNow, 
                Period = period 
            }); 

        return metricStatistics.Datapoints; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「GetMetricStatistics」を
参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    public static void getAndDisplayMetricStatistics( CloudWatchClient cw, String 
 nameSpace, String metVal, String metricOption, String date, Dimension myDimension) 
 { 
        try { 
            Instant start = Instant.parse(date); 
            Instant endDate = Instant.now(); 

            GetMetricStatisticsRequest statisticsRequest = 
 GetMetricStatisticsRequest.builder() 
                .endTime(endDate) 
                .startTime(start) 
                .dimensions(myDimension) 
                .metricName(metVal) 
                .namespace(nameSpace) 
                .period(86400) 
                .statistics(Statistic.fromValue(metricOption)) 
                .build(); 

            GetMetricStatisticsResponse response = 
 cw.getMetricStatistics(statisticsRequest); 
            List<Datapoint> data = response.datapoints(); 
            if (!data.isEmpty()) { 
                for (Datapoint datapoint: data) { 
                    System.out.println("Timestamp: " + datapoint.timestamp() + " 
 Maximum value: " + datapoint.maximum()); 
                } 
            } else { 
                System.out.println("The returned data list is empty"); 
            } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「GetMetricStatistics」
を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun getAndDisplayMetricStatistics(nameSpaceVal: String, metVal: String, 
 metricOption: String, date: String, myDimension: Dimension) { 
    val start = Instant.parse(date) 
    val endDate = Instant.now() 
    val statisticsRequest = GetMetricStatisticsRequest { 
        endTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(endDate) 
        startTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(start) 
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        dimensions = listOf(myDimension) 
        metricName = metVal 
        namespace = nameSpaceVal 
        period = 86400 
        statistics = listOf(Statistic.fromValue(metricOption)) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.getMetricStatistics(statisticsRequest) 
        val data = response.datapoints 
        if (data != null) { 
            if (data.isNotEmpty()) { 
                for (datapoint in data) { 
                    println("Timestamp: ${datapoint.timestamp} Maximum value: 
 ${datapoint.maximum}") 
                } 
            } else { 
                println("The returned data list is empty") 
            } 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「GetMetricStatistics」を
参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 

    def get_metric_statistics(self, namespace, name, start, end, period, 
 stat_types): 
        """ 
        Gets statistics for a metric within a specified time span. Metrics are 
 grouped 
        into the specified period. 

        :param namespace: The namespace of the metric. 
        :param name: The name of the metric. 
        :param start: The UTC start time of the time span to retrieve. 
        :param end: The UTC end time of the time span to retrieve. 
        :param period: The period, in seconds, in which to group metrics. The 
 period 
                       must match the granularity of the metric, which depends on 
                       the metric's age. For example, metrics that are older than 
                       three hours have a one-minute granularity, so the period 
 must 
                       be at least 60 and must be a multiple of 60. 
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        :param stat_types: The type of statistics to retrieve, such as average 
 value 
                           or maximum value. 
        :return: The retrieved statistics for the metric. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(namespace, name) 
            stats = metric.get_statistics( 
                StartTime=start, EndTime=end, Period=period, Statistics=stat_types) 
            logger.info( 
                "Got %s statistics for %s.", len(stats['Datapoints']), 
 stats['Label']) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get statistics for %s.%s.", namespace, name) 
            raise 
        else: 
            return stats

• API の詳細については、AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンスの
「GetMetricStatistics」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

CloudWatch ダッシュボードを一覧表示する
以下は、Amazon CloudWatch ダッシュボードをリストする方法を示すコード例です。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get a list of dashboards. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of DashboardEntry objects.</returns> 
    public async Task<List<DashboardEntry>> ListDashboards() 
    { 
        var results = new List<DashboardEntry>(); 
        var paginateDashboards = _amazonCloudWatch.Paginators.ListDashboards( 
            new ListDashboardsRequest()); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var data in paginateDashboards.DashboardEntries) 
        { 
            results.Add(data); 
        } 

        return results; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「ListDashboards」を参照して
ください。
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Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void listDashboards(CloudWatchClient cw) { 
        try { 
            ListDashboardsIterable listRes = cw.listDashboardsPaginator(); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.dashboardEntries().stream()) 
                .forEach(entry ->{ 
                    System.out.println("Dashboard name is: " + 
 entry.dashboardName()); 
                    System.out.println("Dashboard ARN is: " + 
 entry.dashboardArn()); 
                }); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「ListDashboards」を参照
してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun listDashboards() { 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.listDashboardsPaginated({}) 
            .transform { it.dashboardEntries?.forEach { obj -> emit(obj) } } 
            .collect { obj -> 
                println("Name is ${obj.dashboardName}") 
                println("Dashboard ARN is ${obj.dashboardArn}") 
            } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「ListDashboards」を参
照してください。
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスを一覧
表示する
次に、Amazon CloudWatch メトリクスのメタデータを一覧表示する際のコード例を示します。メトリク
スのデータを取得するには、GetMetricData または GetMetricStatistics アクションを使用します。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List metrics available, optionally within a namespace. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">Optional CloudWatch namespace to use when 
 listing metrics.</param> 
    /// <param name="filter">Optional dimension filter.</param> 
    /// <param name="metricName">Optional metric name filter.</param> 
    /// <returns>The list of metrics.</returns> 
    public async Task<List<Metric>> ListMetrics(string? metricNamespace = null, 
 DimensionFilter? filter = null, string? metricName = null) 
    { 
        var results = new List<Metric>(); 
        var paginateMetrics = _amazonCloudWatch.Paginators.ListMetrics( 
            new ListMetricsRequest 
            { 
                Namespace = metricNamespace, 
                Dimensions = filter != null ? new List<DimensionFilter> 
 { filter } : null, 
                MetricName = metricName 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var metric in paginateMetrics.Metrics) 
        { 
            results.Add(metric); 
        } 

        return results; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「ListMetrics」を参照してくだ
さい。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。
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必要なファイルを含めます。

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/monitoring/CloudWatchClient.h>
#include <aws/monitoring/model/ListMetricsRequest.h>
#include <aws/monitoring/model/ListMetricsResult.h>
#include <iomanip>
#include <iostream>

メトリクスを一覧表示します。

        Aws::CloudWatch::CloudWatchClient cw; 
        Aws::CloudWatch::Model::ListMetricsRequest request; 

        if (argc > 1) 
        { 
            request.SetMetricName(argv[1]); 
        } 

        if (argc > 2) 
        { 
            request.SetNamespace(argv[2]); 
        } 

        bool done = false; 
        bool header = false; 
        while (!done) 
        { 
            auto outcome = cw.ListMetrics(request); 
            if (!outcome.IsSuccess()) 
            { 
                std::cout << "Failed to list CloudWatch metrics:" << 
                    outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
                break; 
            } 

            if (!header) 
            { 
                std::cout << std::left << std::setw(48) << "MetricName" << 
                    std::setw(32) << "Namespace" << "DimensionNameValuePairs" << 
                    std::endl; 
                header = true; 
            } 

            const auto &metrics = outcome.GetResult().GetMetrics(); 
            for (const auto &metric : metrics) 
            { 
                std::cout << std::left << std::setw(48) << 
                    metric.GetMetricName() << std::setw(32) << 
                    metric.GetNamespace(); 
                const auto &dimensions = metric.GetDimensions(); 
                for (auto iter = dimensions.cbegin(); 
                    iter != dimensions.cend(); ++iter) 
                { 
                    const auto &dimkv = *iter; 
                    std::cout << dimkv.GetName() << " = " << dimkv.GetValue(); 
                    if (iter + 1 != dimensions.cend()) 
                    { 
                        std::cout << ", "; 
                    } 
                } 
                std::cout << std::endl; 
            } 
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            const auto &next_token = outcome.GetResult().GetNextToken(); 
            request.SetNextToken(next_token); 
            done = next_token.empty(); 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「ListMetrics」を参照してくだ
さい。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void listMets( CloudWatchClient cw, String namespace) { 

        boolean done = false; 
        String nextToken = null; 

        try { 
            while(!done) { 

                ListMetricsResponse response; 
                if (nextToken == null) { 
                    ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                        .namespace(namespace) 
                        .build(); 

                    response = cw.listMetrics(request); 
                } else { 
                    ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                        .namespace(namespace) 
                        .nextToken(nextToken) 
                        .build(); 

                    response = cw.listMetrics(request); 
                } 

            for (Metric metric : response.metrics()) { 
                System.out.printf("Retrieved metric %s", metric.metricName()); 
                System.out.println(); 
            } 

            if(response.nextToken() == null) { 
                done = true; 
            } else { 
                nextToken = response.nextToken(); 
            } 
        } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
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• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「ListMetrics」を参照して
ください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchClient({ region: DEFAULT_REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

import { ListMetricsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { client } from "../libs/client.js";

export const run = async () => { 
  // Use the AWS console to see available namespaces and metric names. Custom 
 metrics can also be created. 
  // https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
viewing_metrics_with_cloudwatch.html 
  const command = new ListMetricsCommand({ 
    Dimensions: [ 
      { 
        Name: "LogGroupName", 
      }, 
    ], 
    MetricName: "IncomingLogEvents", 
    Namespace: "AWS/Logs", 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「ListMetrics」を参照し

てください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});

var params = { 
  Dimensions: [ 
    { 
      Name: 'LogGroupName', /* required */ 
    }, 
  ], 
  MetricName: 'IncomingLogEvents', 
  Namespace: 'AWS/Logs'
};

cw.listMetrics(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Metrics", JSON.stringify(data.Metrics)); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「ListMetrics」を参照し

てください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun listMets(namespaceVal: String?): ArrayList<String>? { 
    val metList = ArrayList<String>() 
    val request = ListMetricsRequest { 
        namespace = namespaceVal 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val reponse = cwClient.listMetrics(request) 
        reponse.metrics?.forEach { metrics -> 
            val data = metrics.metricName 
            if (!metList.contains(data)) { 
                metList.add(data!!) 
            } 
        } 
    } 
    return metList
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}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「ListMetrics」を参照して
ください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 

    def list_metrics(self, namespace, name, recent=False): 
        """ 
        Gets the metrics within a namespace that have the specified name. 
        If the metric has no dimensions, a single metric is returned. 
        Otherwise, metrics for all dimensions are returned. 

        :param namespace: The namespace of the metric. 
        :param name: The name of the metric. 
        :param recent: When True, only metrics that have been active in the last 
                       three hours are returned. 
        :return: An iterator that yields the retrieved metrics. 
        """ 
        try: 
            kwargs = {'Namespace': namespace, 'MetricName': name} 
            if recent: 
                kwargs['RecentlyActive'] = 'PT3H'  # List past 3 hours only 
            metric_iter = self.cloudwatch_resource.metrics.filter(**kwargs) 
            logger.info("Got metrics for %s.%s.", namespace, name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get metrics for %s.%s.", namespace, name) 
            raise 
        else: 
            return metric_iter

• API の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスの「ListMetrics」を参
照してください。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

これはデベロッパープレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変
更される場合があるため、本稼働環境での使用はお勧めできません。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    "The following list-metrics example displays the metrics for Amazon 
 CloudWatch." 
    TRY. 
        oo_result = lo_cwt->listmetrics(            " oo_result is returned for 
 testing purposes. " 
          iv_namespace = iv_namespace 
        ). 
        DATA(lt_metrics) = oo_result->get_metrics( ). 
        MESSAGE 'Metrics retrieved.' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_cwtinvparamvalueex . 
        MESSAGE 'The specified argument was not valid.' TYPE 'E'. 
    ENDTRY.

• API の詳細については、「AWS SDK for SAP ABAP API リファレンス」の「ListMetrics」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して一連のデータの CloudWatch メ
トリクスに配置する
以下は、Amazon CloudWatch メトリクスに一連のデータを投入する方法を示すコード例です。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 

    def put_metric_data_set(self, namespace, name, timestamp, unit, data_set): 
        """ 
        Sends a set of data to CloudWatch for a metric. All of the data in the set 
        have the same timestamp and unit. 

        :param namespace: The namespace of the metric. 
        :param name: The name of the metric. 
        :param timestamp: The UTC timestamp for the metric. 
        :param unit: The unit of the metric. 
        :param data_set: The set of data to send. This set is a dictionary that 
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                         contains a list of values and a list of corresponding 
 counts. 
                         The value and count lists must be the same length. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(namespace, name) 
            metric.put_data( 
                Namespace=namespace, 
                MetricData=[{ 
                    'MetricName': name, 
                    'Timestamp': timestamp, 
                    'Values': data_set['values'], 
                    'Counts': data_set['counts'], 
                    'Unit': unit}]) 
            logger.info("Put data set for metric %s.%s.", namespace, name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't put data set for metric %s.%s.", namespace, 
 name) 
            raise

• API の詳細については、AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンスの「PutMetricData」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch メトリクスにデー
タを配置する
次に、Amazon CloudWatch にメトリクスデータポイントを発行する場合のコード例を示します。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Add some metric data using a call to a wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="customMetricName">The metric name.</param> 
    /// <param name="customMetricNamespace">The metric namespace.</param> 
    /// <returns></returns> 
    private static async Task<List<MetricDatum>> PutRandomMetricData(string 
 customMetricName, 
        string customMetricNamespace) 
    { 
        List<MetricDatum> customData = new List<MetricDatum>(); 
        Random rnd = new Random(); 

        // Add 10 random values up to 100, starting with a timestamp 15 minutes in 
 the past. 
        var utcNowMinus15 = DateTime.UtcNow.AddMinutes(-15); 
        for (int i = 0; i < 10; i++) 
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        { 
            var metricValue = rnd.Next(0, 100); 
            customData.Add( 
                new MetricDatum 
                { 
                    MetricName = customMetricName, 
                    Value = metricValue, 
                    TimestampUtc = utcNowMinus15.AddMinutes(i) 
                } 
            ); 
        } 

        await _cloudWatchWrapper.PutMetricData(customMetricNamespace, customData); 
        return customData; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Wrapper to add metric data to a CloudWatch metric. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="metricData">A data object for the metric data.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> PutMetricData(string metricNamespace, 
        List<MetricDatum> metricData) 
    { 
        var putDataResponse = await _amazonCloudWatch.PutMetricDataAsync( 
            new PutMetricDataRequest() 
            { 
                MetricData = metricData, 
                Namespace = metricNamespace, 
            }); 

        return putDataResponse.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「PutMetricData」を参照して
ください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

必要なファイルを含めます。

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/monitoring/CloudWatchClient.h>
#include <aws/monitoring/model/PutMetricDataRequest.h>
#include <iostream>

メトリクスにデータを配置します。

        Aws::CloudWatch::CloudWatchClient cw; 

        Aws::CloudWatch::Model::Dimension dimension; 
        dimension.SetName("UNIQUE_PAGES"); 
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        dimension.SetValue("URLS"); 

        Aws::CloudWatch::Model::MetricDatum datum; 
        datum.SetMetricName("PAGES_VISITED"); 
        datum.SetUnit(Aws::CloudWatch::Model::StandardUnit::None); 
        datum.SetValue(data_point); 
        datum.AddDimensions(dimension); 

        Aws::CloudWatch::Model::PutMetricDataRequest request; 
        request.SetNamespace("SITE/TRAFFIC"); 
        request.AddMetricData(datum); 

        auto outcome = cw.PutMetricData(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) 
        { 
            std::cout << "Failed to put sample metric data:" << 
                outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
        } 
        else 
        { 
            std::cout << "Successfully put sample metric data" << std::endl; 
        }

• API の詳細については、AWS SDK for C++ API リファレンスの「PutMetricData」を参照してく
ださい。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void addMetricDataForAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) 
 { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            // Set an Instant object. 
            String time = 
 ZonedDateTime.now( ZoneOffset.UTC ).format( DateTimeFormatter.ISO_INSTANT ); 
            Instant instant = Instant.parse(time); 

            MetricDatum datum = MetricDatum.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(1001.00) 
                .timestamp(instant) 
                .build(); 

            MetricDatum datum2 = MetricDatum.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
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                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(1002.00) 
                .timestamp(instant) 
                .build(); 

            List<MetricDatum> metricDataList = new ArrayList<>(); 
            metricDataList.add(datum); 
            metricDataList.add(datum2); 

            PutMetricDataRequest request = PutMetricDataRequest.builder() 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .metricData(metricDataList) 
                .build(); 

            cw.putMetricData(request); 
            System.out.println("Added metric values for for metric " 
 +customMetricName); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.x API リファレンスの「PutMetricData」を参照し
てください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

別のモジュールでクライアントを作成し、エクスポートします。

import { CloudWatchClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchClient({ region: DEFAULT_REGION });

SDK モジュールとクライアントモジュールをインポートし、API を呼び出します。

import { PutMetricDataCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => { 
  // See https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/
API_PutMetricData.html#API_PutMetricData_RequestParameters 
  // and https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
publishingMetrics.html 
  // for more information about the parameters in this command. 
  const command = new PutMetricDataCommand({ 
    MetricData: [ 
      { 
        MetricName: "PAGES_VISITED", 
        Dimensions: [ 
          { 
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            Name: "UNIQUE_PAGES", 
            Value: "URLS", 
          }, 
        ], 
        Unit: "None", 
        Value: 1.0, 
      }, 
    ], 
    Namespace: "SITE/TRAFFIC", 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「PutMetricData」を参照

してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatch service object
var cw = new AWS.CloudWatch({apiVersion: '2010-08-01'});

// Create parameters JSON for putMetricData
var params = { 
  MetricData: [ 
    { 
      MetricName: 'PAGES_VISITED', 
      Dimensions: [ 
        { 
          Name: 'UNIQUE_PAGES', 
          Value: 'URLS' 
        }, 
      ], 
      Unit: 'None', 
      Value: 1.0 
    }, 
  ], 
  Namespace: 'SITE/TRAFFIC'
};

cw.putMetricData(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", JSON.stringify(data)); 
  }
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});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、AWS SDK for JavaScript API リファレンスの「PutMetricData」を参照

してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun addMetricDataForAlarm(fileName: String?) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 

    // Set an Instant object. 
    val time = 
 ZonedDateTime.now(ZoneOffset.UTC).format(DateTimeFormatter.ISO_INSTANT) 
    val instant = Instant.parse(time) 
    val datum = MetricDatum { 
        metricName = customMetricName 
        unit = StandardUnit.None 
        value = 1001.00 
        timestamp = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(instant) 
    } 

    val datum2 = MetricDatum { 
        metricName = customMetricName 
        unit = StandardUnit.None 
        value = 1002.00 
        timestamp = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(instant) 
    } 

    val metricDataList = ArrayList<MetricDatum>() 
    metricDataList.add(datum) 
    metricDataList.add(datum2) 

    val request = PutMetricDataRequest { 
        namespace = customMetricNamespace 
        metricData = metricDataList 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.putMetricData(request) 
        println("Added metric values for for metric $customMetricName") 
    }
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「PutMetricData」を参照
してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。

class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 

    def put_metric_data(self, namespace, name, value, unit): 
        """ 
        Sends a single data value to CloudWatch for a metric. This metric is given 
        a timestamp of the current UTC time. 

        :param namespace: The namespace of the metric. 
        :param name: The name of the metric. 
        :param value: The value of the metric. 
        :param unit: The unit of the metric. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(namespace, name) 
            metric.put_data( 
                Namespace=namespace, 
                MetricData=[{ 
                    'MetricName': name, 
                    'Value': value, 
                    'Unit': unit 
                }] 
            ) 
            logger.info("Put data for metric %s.%s", namespace, name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't put data for metric %s.%s", namespace, name) 
            raise

• API の詳細については、AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンスの「PutMetricData」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用した CloudWatch のシナリオ
以下のコード例は、一般的なシナリオを AWS SDK で CloudWatch に実装する方法を示します。これらの
シナリオは、CloudWatch 内で複数の関数を呼び出して特定のタスクを実行する方法を示します。それぞ
れのシナリオには、GitHub へのリンクがあり、コードを設定および実行する方法についての説明です。
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例
• AWS SDK を使用した CloudWatch アラームの開始方法 (p. 1110)
• AWS SDK を使用して CloudWatch のメトリクス、ダッシュボード、およびアラームの使用を開始す

る (p. 1111)
• AWS SDK により CloudWatch メトリクスとアラームを管理する (p. 1159)

AWS SDK を使用した CloudWatch アラームの開始方
法
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• アラームを作成します。
• アラームアクションの無効化。
• アラームの記述。
• アラームの削除。

SAP ABAP

SDK for SAP ABAP

Note

これはデベロッパープレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変
更される場合があるため、本稼働環境での使用はお勧めできません。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    DATA lt_alarmnames TYPE /aws1/cl_cwtalarmnames_w=>tt_alarmnames. 
    DATA lo_alarmname TYPE REF TO /aws1/cl_cwtalarmnames_w. 

    "Create an alarm" 
    TRY. 
        lo_cwt->putmetricalarm( 
          iv_alarmname                 = iv_alarm_name 
          iv_comparisonoperator        = iv_comparison_operator 
          iv_evaluationperiods         = iv_evaluation_periods 
          iv_metricname                = iv_metric_name 
          iv_namespace                 = iv_namespace 
          iv_statistic                 = iv_statistic 
          iv_threshold                 = iv_threshold 
          iv_actionsenabled            = iv_actions_enabled 
          iv_alarmdescription          = iv_alarm_description 
          iv_unit                      = iv_unit 
          iv_period                    = iv_period 
          it_dimensions                = it_dimensions 
        ). 
        MESSAGE 'Alarm created' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_cwtlimitexceededfault. 
        MESSAGE 'The request processing has exceeded the limit' TYPE 'E'. 
    ENDTRY. 
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    "Create an ABAP internal table for the created alarm." 
    CREATE OBJECT lo_alarmname EXPORTING iv_value = iv_alarm_name. 
    INSERT lo_alarmname INTO TABLE lt_alarmnames. 

    "Disable alarm actions." 
    TRY. 
        lo_cwt->disablealarmactions( 
          it_alarmnames                = lt_alarmnames 
        ). 
        MESSAGE 'Alarm actions disabled' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_disablealarm_exception). 
        DATA(lv_disablealarm_error) = |"{ lo_disablealarm_exception->av_err_code }" 
 - { lo_disablealarm_exception->av_err_msg }|. 
        MESSAGE lv_disablealarm_error TYPE 'E'. 
    ENDTRY. 

    "Describe alarm using the same ABAP internal table." 
    TRY. 
        oo_result = lo_cwt->describealarms(                       " oo_result is 
 returned for testing purpose " 
          it_alarmnames                = lt_alarmnames 
        ). 
        MESSAGE 'Alarms retrieved' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_rt_service_generic INTO DATA(lo_describealarms_exception). 
        DATA(lv_describealarms_error) = |"{ lo_describealarms_exception-
>av_err_code }" - { lo_describealarms_exception->av_err_msg }|. 
        MESSAGE lv_describealarms_error TYPE 'E'. 
    ENDTRY. 

    "Delete alarm." 
    TRY. 
        lo_cwt->deletealarms( 
          it_alarmnames = lt_alarmnames 
        ). 
        MESSAGE 'Alarms deleted' TYPE 'I'. 
      CATCH /aws1/cx_cwtresourcenotfound . 
        MESSAGE 'Resource being access is not found.' TYPE 'E'. 
    ENDTRY.

• API の詳細については、「AWS SDK for SAP ABAP API リファレンス」の次のトピックを参照
してください。
• DeleteAlarms
• DescribeAlarms
• DisableAlarmActions
• PutMetricAlarm

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して CloudWatch のメトリクス、
ダッシュボード、およびアラームの使用を開始する
次のコード例は、以下を実行する方法を示しています。

• CloudWatch の名前空間とメトリクスをリストする。
• メトリクスと予想請求額の統計の取得
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• ダッシュボードの作成と更新
• メトリクスの作成とデータの追加
• アラームの作成/トリガーとアラーム履歴の表示
• 異常ディテクターの追加
• メトリクス画像の取得とリソースのクリーンアップ

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

コマンドプロンプトからインタラクティブのシナリオを実行します。

public class CloudWatchScenario
{ 
    /* 
    Before running this .NET code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 

    To enable billing metrics and statistics for this example, make sure billing 
 alerts are enabled for your account: 
    https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html#turning_on_billing_metrics 

    This .NET example performs the following tasks: 
        1. List and select a CloudWatch namespace. 
        2. List and select a CloudWatch metric. 
        3. Get statistics for a CloudWatch metric. 
        4. Get estimated billing statistics for the last week. 
        5. Create a new CloudWatch dashboard with two metrics. 
        6. List current CloudWatch dashboards. 
        7. Create a CloudWatch custom metric and add metric data. 
        8. Add the custom metric to the dashboard. 
        9. Create a CloudWatch alarm for the custom metric. 
       10. Describe current CloudWatch alarms. 
       11. Get recent data for the custom metric. 
       12. Add data to the custom metric to trigger the alarm. 
       13. Wait for an alarm state. 
       14. Get history for the CloudWatch alarm. 
       15. Add an anomaly detector. 
       16. Describe current anomaly detectors. 
       17. Get and display a metric image. 
       18. Clean up resources. 
    */ 

    private static ILogger logger = null!; 
    private static CloudWatchWrapper _cloudWatchWrapper = null!; 
    private static IConfiguration _configuration = null!; 
    private static readonly List<string> _statTypes = new List<string> 
 { "SampleCount", "Average", "Sum", "Minimum", "Maximum" }; 
    private static SingleMetricAnomalyDetector? anomalyDetector = null!; 

    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Set up dependency injection for the Amazon service. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureLogging(logging => 
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug) 
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                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft", 
 LogLevel.Information) 
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Trace)) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
            services.AddAWSService<IAmazonCloudWatch>() 
            .AddTransient<CloudWatchWrapper>() 
        ) 
        .Build(); 

        _configuration = new ConfigurationBuilder() 
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory()) 
            .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file. 
            .AddJsonFile("settings.local.json", 
                true) // Optionally, load local settings. 
            .Build(); 

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); }) 
            .CreateLogger<CloudWatchScenario>(); 

        _cloudWatchWrapper = host.Services.GetRequiredService<CloudWatchWrapper>(); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine("Welcome to the Amazon CloudWatch example scenario."); 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        try 
        { 
            var selectedNamespace = await SelectNamespace(); 
            var selectedMetric = await SelectMetric(selectedNamespace); 
            await GetAndDisplayMetricStatistics(selectedNamespace, selectedMetric); 
            await GetAndDisplayEstimatedBilling(); 
            await CreateDashboardWithMetrics(); 
            await ListDashboards(); 
            await CreateNewCustomMetric(); 
            await AddMetricToDashboard(); 
            await CreateMetricAlarm(); 
            await DescribeAlarms(); 
            await GetCustomMetricData(); 
            await AddMetricDataForAlarm(); 
            await CheckForMetricAlarm(); 
            await GetAlarmHistory(); 
            anomalyDetector = await AddAnomalyDetector(); 
            await DescribeAnomalyDetectors(); 
            await GetAndOpenMetricImage(); 
            await CleanupResources(); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            logger.LogError(ex, "There was a problem executing the scenario."); 
            await CleanupResources(); 
        } 

    } 

    /// <summary> 
    /// Select a namespace. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The selected namespace.</returns> 
    private static async Task<string> SelectNamespace() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"1. Select a CloudWatch Namespace from a list of 
 Namespaces."); 
        var metrics = await _cloudWatchWrapper.ListMetrics(); 
        // Get a distinct list of namespaces. 
        var namespaces = metrics.Select(m => m.Namespace).Distinct().ToList(); 
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        for (int i = 0; i < namespaces.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {namespaces[i]}"); 
        } 

        var namespaceChoiceNumber = 0; 
        while (namespaceChoiceNumber < 1 || namespaceChoiceNumber > 
 namespaces.Count) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "Select a namespace by entering a number from the preceding 
 list:"); 
            var choice = Console.ReadLine(); 
            Int32.TryParse(choice, out namespaceChoiceNumber); 
        } 

        var selectedNamespace = namespaces[namespaceChoiceNumber - 1]; 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return selectedNamespace; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Select a metric from a namespace. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace for metrics.</param> 
    /// <returns>The metric name.</returns> 
    private static async Task<Metric> SelectMetric(string metricNamespace) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"2. Select a CloudWatch metric from a namespace."); 

        var namespaceMetrics = await 
 _cloudWatchWrapper.ListMetrics(metricNamespace); 

        for (int i = 0; i < namespaceMetrics.Count && i < 15; i++) 
        { 
            var dimensionsWithValues = namespaceMetrics[i].Dimensions 
                .Where(d => !string.Equals("None", d.Value)); 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {namespaceMetrics[i].MetricName} " + 
                              $"{string.Join(", :", dimensionsWithValues.Select(d 
 => d.Value))}"); 
        } 

        var metricChoiceNumber = 0; 
        while (metricChoiceNumber < 1 || metricChoiceNumber > 
 namespaceMetrics.Count) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "Select a metric by entering a number from the preceding list:"); 
            var choice = Console.ReadLine(); 
            Int32.TryParse(choice, out metricChoiceNumber); 
        } 

        var selectedMetric = namespaceMetrics[metricChoiceNumber - 1]; 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return selectedMetric; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get and display metric statistics for a specific metric. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace for metrics.</param> 
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    /// <param name="metric">The CloudWatch metric.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task GetAndDisplayMetricStatistics(string metricNamespace, 
 Metric metric) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"3. Get CloudWatch metric statistics for the last 
 day."); 

        for (int i = 0; i < _statTypes.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {_statTypes[i]}"); 
        } 

        var statisticChoiceNumber = 0; 
        while (statisticChoiceNumber < 1 || statisticChoiceNumber > 
 _statTypes.Count) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "Select a metric statistic by entering a number from the preceding 
 list:"); 
            var choice = Console.ReadLine(); 
            Int32.TryParse(choice, out statisticChoiceNumber); 
        } 

        var selectedStatistic = _statTypes[statisticChoiceNumber - 1]; 
        var statisticsList = new List<string> { selectedStatistic }; 

        var metricStatistics = await 
 _cloudWatchWrapper.GetMetricStatistics(metricNamespace, metric.MetricName, 
 statisticsList, metric.Dimensions, 1, 60); 

        if (!metricStatistics.Any()) 
        { 
            Console.WriteLine($"No {selectedStatistic} statistics found for 
 {metric} in namespace {metricNamespace}."); 
        } 

        metricStatistics = metricStatistics.OrderBy(s => s.Timestamp).ToList(); 
        for (int i = 0; i < metricStatistics.Count && i < 10; i++) 
        { 
            var metricStat = metricStatistics[i]; 
            var statValue = 
 metricStat.GetType().GetProperty(selectedStatistic)!.GetValue(metricStat, null); 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. Timestamp 
 {metricStatistics[i].Timestamp:G} {selectedStatistic}: {statValue}"); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get and display estimated billing statistics. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace for metrics.</param> 
    /// <param name="metric">The CloudWatch metric.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task GetAndDisplayEstimatedBilling() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"4. Get CloudWatch estimated billing for the last 
 week."); 

        var billingStatistics = await SetupBillingStatistics(); 

        for (int i = 0; i < billingStatistics.Count; i++) 
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        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. Timestamp 
 {billingStatistics[i].Timestamp:G} : {billingStatistics[i].Maximum}"); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get billing statistics using a call to a wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A collection of billing statistics.</returns> 
    private static async Task<List<Datapoint>> SetupBillingStatistics() 
    { 
        // Make a request for EstimatedCharges with a period of one day for the 
 past seven days. 
        var billingStatistics = await _cloudWatchWrapper.GetMetricStatistics( 
            "AWS/Billing", 
            "EstimatedCharges", 
            new List<string>() { "Maximum" }, 
            new List<Dimension>() { new Dimension { Name = "Currency", Value = 
 "USD" } }, 
            7, 
            86400); 

        billingStatistics = billingStatistics.OrderBy(n => n.Timestamp).ToList(); 

        return billingStatistics; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a dashboard with metrics. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace for metrics.</param> 
    /// <param name="metric">The CloudWatch metric.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task CreateDashboardWithMetrics() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"5. Create a new CloudWatch dashboard with metrics."); 
        var dashboardName = _configuration["dashboardName"]; 
        var newDashboard = new DashboardModel(); 
        _configuration.GetSection("dashboardExampleBody").Bind(newDashboard); 
        var newDashboardString = JsonSerializer.Serialize( 
            newDashboard, 
            new JsonSerializerOptions 
            { 
                DefaultIgnoreCondition = JsonIgnoreCondition.WhenWritingNull 
            }); 
        var validationMessages = 
            await _cloudWatchWrapper.PutDashboard(dashboardName, 
 newDashboardString); 

        Console.WriteLine(validationMessages.Any() ? $"\tValidation messages:" : 
 null); 
        for (int i = 0; i < validationMessages.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {validationMessages[i].Message}"); 
        } 
        Console.WriteLine($"\tDashboard {dashboardName} was created."); 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// List dashboards. 
    /// </summary> 
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    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task ListDashboards() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"6. List the CloudWatch dashboards in the current 
 account."); 

        var dashboards = await _cloudWatchWrapper.ListDashboards(); 

        for (int i = 0; i < dashboards.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {dashboards[i].DashboardName}"); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create and add data for a new custom metric. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task CreateNewCustomMetric() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"7. Create and add data for a new custom metric."); 

        var customMetricNamespace = _configuration["customMetricNamespace"]; 
        var customMetricName = _configuration["customMetricName"]; 

        var customData = await PutRandomMetricData(customMetricName, 
 customMetricNamespace); 

        var valuesString = string.Join(',', customData.Select(d => d.Value)); 
        Console.WriteLine($"\tAdded metric values for for metric 
 {customMetricName}: \n\t{valuesString}"); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add some metric data using a call to a wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="customMetricName">The metric name.</param> 
    /// <param name="customMetricNamespace">The metric namespace.</param> 
    /// <returns></returns> 
    private static async Task<List<MetricDatum>> PutRandomMetricData(string 
 customMetricName, 
        string customMetricNamespace) 
    { 
        List<MetricDatum> customData = new List<MetricDatum>(); 
        Random rnd = new Random(); 

        // Add 10 random values up to 100, starting with a timestamp 15 minutes in 
 the past. 
        var utcNowMinus15 = DateTime.UtcNow.AddMinutes(-15); 
        for (int i = 0; i < 10; i++) 
        { 
            var metricValue = rnd.Next(0, 100); 
            customData.Add( 
                new MetricDatum 
                { 
                    MetricName = customMetricName, 
                    Value = metricValue, 
                    TimestampUtc = utcNowMinus15.AddMinutes(i) 
                } 
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            ); 
        } 

        await _cloudWatchWrapper.PutMetricData(customMetricNamespace, customData); 
        return customData; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add the custom metric to the dashboard. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task AddMetricToDashboard() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"8. Add the new custom metric to the dashboard."); 

        var dashboardName = _configuration["dashboardName"]; 

        var customMetricNamespace = _configuration["customMetricNamespace"]; 
        var customMetricName = _configuration["customMetricName"]; 

        var validationMessages = await SetupDashboard(customMetricNamespace, 
 customMetricName, dashboardName); 

        Console.WriteLine(validationMessages.Any() ? $"\tValidation messages:" : 
 null); 
        for (int i = 0; i < validationMessages.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {validationMessages[i].Message}"); 
        } 
        Console.WriteLine($"\tDashboard {dashboardName} updated with metric 
 {customMetricName}."); 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Set up a dashboard using a call to the wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="customMetricNamespace">The metric namespace.</param> 
    /// <param name="customMetricName">The metric name.</param> 
    /// <param name="dashboardName">The name of the dashboard.</param> 
    /// <returns>A list of validation messages.</returns> 
    private static async Task<List<DashboardValidationMessage>> SetupDashboard( 
        string customMetricNamespace, string customMetricName, string 
 dashboardName) 
    { 
        // Get the dashboard model from configuration. 
        var newDashboard = new DashboardModel(); 
        _configuration.GetSection("dashboardExampleBody").Bind(newDashboard); 

        // Add a new metric to the dashboard. 
        newDashboard.Widgets.Add(new Widget 
        { 
            Height = 8, 
            Width = 8, 
            Y = 8, 
            X = 0, 
            Type = "metric", 
            Properties = new Properties 
            { 
                Metrics = new List<List<object>> 
                    { new() { customMetricNamespace, customMetricName } }, 
                View = "timeSeries", 
                Region = "us-east-1", 
                Stat = "Sum", 
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                Period = 86400, 
                YAxis = new YAxis { Left = new Left { Min = 0, Max = 100 } }, 
                Title = "Custom Metric Widget", 
                LiveData = true, 
                Sparkline = true, 
                Trend = true, 
                Stacked = false, 
                SetPeriodToTimeRange = false 
            } 
        }); 

        var newDashboardString = JsonSerializer.Serialize(newDashboard, 
            new JsonSerializerOptions 
            { DefaultIgnoreCondition = JsonIgnoreCondition.WhenWritingNull }); 
        var validationMessages = 
            await _cloudWatchWrapper.PutDashboard(dashboardName, 
 newDashboardString); 

        return validationMessages; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a CloudWatch alarm for the new metric. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task CreateMetricAlarm() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"9. Create a CloudWatch alarm for the new metric."); 

        var customMetricNamespace = _configuration["customMetricNamespace"]; 
        var customMetricName = _configuration["customMetricName"]; 

        var alarmName = _configuration["exampleAlarmName"]; 
        var accountId = _configuration["accountId"]; 
        var region = _configuration["region"]; 
        var emailTopic = _configuration["emailTopic"]; 
        var alarmActions = new List<string>(); 

        if (GetYesNoResponse( 
                $"\tAdd an email action for topic {emailTopic} to alarm 
 {alarmName}? (y/n)")) 
        { 
            _cloudWatchWrapper.AddEmailAlarmAction(accountId, region, emailTopic, 
 alarmActions); 
        } 

        await _cloudWatchWrapper.PutMetricEmailAlarm( 
            "Example metric alarm", 
            alarmName, 
            ComparisonOperator.GreaterThanOrEqualToThreshold, 
            customMetricName, 
            customMetricNamespace, 
            100, 
            alarmActions); 

        Console.WriteLine($"\tAlarm {alarmName} added for metric 
 {customMetricName}."); 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Describe Alarms. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task DescribeAlarms() 
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    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"10. Describe CloudWatch alarms in the current 
 account."); 

        var alarms = await _cloudWatchWrapper.DescribeAlarms(); 
        alarms = alarms.OrderByDescending(a => a.StateUpdatedTimestamp).ToList(); 

        for (int i = 0; i < alarms.Count && i < 10; i++) 
        { 
            var alarm = alarms[i]; 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {alarm.AlarmName}"); 
            Console.WriteLine($"\tState: {alarm.StateValue} for {alarm.MetricName} 
 {alarm.ComparisonOperator} {alarm.Threshold}"); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get the recent data for the metric. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task GetCustomMetricData() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"11. Get current data for new custom metric."); 

        var customMetricNamespace = _configuration["customMetricNamespace"]; 
        var customMetricName = _configuration["customMetricName"]; 
        var accountId = _configuration["accountId"]; 

        var query = new List<MetricDataQuery> 
        { 
            new MetricDataQuery 
            { 
                AccountId = accountId, 
                Id = "m1", 
                Label = "Custom Metric Data", 
                MetricStat = new MetricStat 
                { 
                    Metric = new Metric 
                    { 
                        MetricName = customMetricName, 
                        Namespace = customMetricNamespace, 
                    }, 
                    Period = 1, 
                    Stat = "Maximum" 
                } 
            } 
        }; 

        var metricData = await _cloudWatchWrapper.GetMetricData( 
            20, 
            true, 
            DateTime.UtcNow.AddMinutes(1), 
            20, 
            query); 

        for (int i = 0; i < metricData.Count; i++) 
        { 
            for (int j = 0; j < metricData[i].Values.Count; j++) 
            { 
                Console.WriteLine( 
                    $"\tTimestamp {metricData[i].Timestamps[j]:G} Value: 
 {metricData[i].Values[j]}"); 
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            } 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add metric data to trigger an alarm. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task AddMetricDataForAlarm() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"12. Add metric data to the custom metric to trigger an 
 alarm."); 

        var customMetricNamespace = _configuration["customMetricNamespace"]; 
        var customMetricName = _configuration["customMetricName"]; 
        var nowUtc = DateTime.UtcNow; 
        List<MetricDatum> customData = new List<MetricDatum> 
        { 
            new MetricDatum 
            { 
                MetricName = customMetricName, 
                Value = 101, 
                TimestampUtc = nowUtc.AddMinutes(-2) 
            }, 
            new MetricDatum 
            { 
                MetricName = customMetricName, 
                Value = 101, 
                TimestampUtc = nowUtc.AddMinutes(-1) 
            }, 
            new MetricDatum 
            { 
                MetricName = customMetricName, 
                Value = 101, 
                TimestampUtc = nowUtc 
            } 
        }; 
        var valuesString = string.Join(',', customData.Select(d => d.Value)); 
        Console.WriteLine($"\tAdded metric values for for metric 
 {customMetricName}: \n\t{valuesString}"); 
        await _cloudWatchWrapper.PutMetricData(customMetricNamespace, customData); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Check for a metric alarm using the DescribeAlarmsForMetric action. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task CheckForMetricAlarm() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"13. Checking for an alarm state."); 

        var customMetricNamespace = _configuration["customMetricNamespace"]; 
        var customMetricName = _configuration["customMetricName"]; 
        var hasAlarm = false; 
        var retries = 10; 
        while (!hasAlarm && retries > 0) 
        { 
            var alarms = await 
 _cloudWatchWrapper.DescribeAlarmsForMetric(customMetricNamespace, 
 customMetricName); 
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            hasAlarm = alarms.Any(a => a.StateValue == StateValue.ALARM); 
            retries--; 
            Thread.Sleep(20000); 
        } 

        Console.WriteLine(hasAlarm 
            ? $"\tAlarm state found for {customMetricName}." 
            : $"\tNo Alarm state found for {customMetricName} after 10 retries."); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get history for an alarm. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task GetAlarmHistory() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"14. Get alarm history."); 

        var exampleAlarmName = _configuration["exampleAlarmName"]; 

        var alarmHistory = await 
 _cloudWatchWrapper.DescribeAlarmHistory(exampleAlarmName, 2); 

        for (int i = 0; i < alarmHistory.Count; i++) 
        { 
            var history = alarmHistory[i]; 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {history.HistorySummary}, time 
 {history.Timestamp:g}"); 
        } 
        if (!alarmHistory.Any()) 
        { 
            Console.WriteLine($"\tNo alarm history data found for 
 {exampleAlarmName}."); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add an anomaly detector. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task<SingleMetricAnomalyDetector> AddAnomalyDetector() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"15. Add an anomaly detector."); 

        var customMetricNamespace = _configuration["customMetricNamespace"]; 
        var customMetricName = _configuration["customMetricName"]; 

        var detector = new SingleMetricAnomalyDetector 
        { 
            MetricName = customMetricName, 
            Namespace = customMetricNamespace, 
            Stat = "Maximum" 
        }; 
        await _cloudWatchWrapper.PutAnomalyDetector(detector); 
        Console.WriteLine($"\tAdded anomaly detector for metric 
 {customMetricName}."); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        return detector; 
    } 
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    /// <summary> 
    /// Describe anomaly detectors. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task DescribeAnomalyDetectors() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"16. Describe anomaly detectors in the current 
 account."); 

        var customMetricNamespace = _configuration["customMetricNamespace"]; 
        var customMetricName = _configuration["customMetricName"]; 

        var detectors = await 
 _cloudWatchWrapper.DescribeAnomalyDetectors(customMetricNamespace, 
 customMetricName); 

        for (int i = 0; i < detectors.Count; i++) 
        { 
            var detector = detectors[i]; 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. 
 {detector.SingleMetricAnomalyDetector.MetricName}, state {detector.StateValue}"); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Fetch and open a metrics image for a CloudWatch metric and namespace. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task GetAndOpenMetricImage() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine("17. Get a metric image from CloudWatch."); 

        Console.WriteLine($"\tGetting Image data for custom metric."); 
        var customMetricNamespace = _configuration["customMetricNamespace"]; 
        var customMetricName = _configuration["customMetricName"]; 

        var memoryStream = await 
 _cloudWatchWrapper.GetTimeSeriesMetricImage(customMetricNamespace, 
 customMetricName, "Maximum", 10); 
        var file = _cloudWatchWrapper.SaveMetricImage(memoryStream, 
 "MetricImages"); 

        ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo(); 

        Console.WriteLine($"\tFile saved as {Path.GetFileName(file)}."); 
        Console.WriteLine($"\tPress enter to open the image."); 
        Console.ReadLine(); 
        info.FileName = Path.Combine("ms-photos://", file); 
        info.UseShellExecute = true; 
        info.CreateNoWindow = true; 
        info.Verb = string.Empty; 

        Process.Start(info); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Clean up created resources. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace for metrics.</param> 
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    /// <param name="metric">The CloudWatch metric.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task CleanupResources() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"18. Clean up resources."); 

        var dashboardName = _configuration["dashboardName"]; 
        if (GetYesNoResponse($"\tDelete dashboard {dashboardName}? (y/n)")) 
        { 
            Console.WriteLine($"\tDeleting dashboard."); 
            var dashboardList = new List<string> { dashboardName }; 
            await _cloudWatchWrapper.DeleteDashboards(dashboardList); 
        } 

        var alarmName = _configuration["exampleAlarmName"]; 
        if (GetYesNoResponse($"\tDelete alarm {alarmName}? (y/n)")) 
        { 
            Console.WriteLine($"\tCleaning up alarms."); 
            var alarms = new List<string> { alarmName }; 
            await _cloudWatchWrapper.DeleteAlarms(alarms); 
        } 

        if (GetYesNoResponse($"\tDelete anomaly detector? (y/n)") && 
 anomalyDetector != null) 
        { 
            Console.WriteLine($"\tCleaning up anomaly detector."); 

            await _cloudWatchWrapper.DeleteAnomalyDetector( 
                anomalyDetector); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get a yes or no response from the user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="question">The question string to print on the console.</param> 
    /// <returns>True if the user responds with a yes.</returns> 
    private static bool GetYesNoResponse(string question) 
    { 
        Console.WriteLine(question); 
        var ynResponse = Console.ReadLine(); 
        var response = ynResponse != null && 
                       ynResponse.Equals("y", 
                           StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase); 
        return response; 
    }
}

CloudWatch アクションのシナリオで使用されるラッパーメソッドです。

/// <summary>
/// Wrapper class for Amazon CloudWatch methods.
/// </summary>
public class CloudWatchWrapper
{ 
    private readonly IAmazonCloudWatch _amazonCloudWatch; 
    private readonly ILogger<CloudWatchWrapper> _logger; 

    /// <summary> 
    /// Constructor for the CloudWatch wrapper. 
    /// </summary> 
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    /// <param name="amazonCloudWatch">The injected CloudWatch client.</param> 
    /// <param name="logger">The injected logger for the wrapper.</param> 
    public CloudWatchWrapper(IAmazonCloudWatch amazonCloudWatch, 
 ILogger<CloudWatchWrapper> logger) 

    { 
        _logger = logger; 
        _amazonCloudWatch = amazonCloudWatch; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List metrics available, optionally within a namespace. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">Optional CloudWatch namespace to use when 
 listing metrics.</param> 
    /// <param name="filter">Optional dimension filter.</param> 
    /// <param name="metricName">Optional metric name filter.</param> 
    /// <returns>The list of metrics.</returns> 
    public async Task<List<Metric>> ListMetrics(string? metricNamespace = null, 
 DimensionFilter? filter = null, string? metricName = null) 
    { 
        var results = new List<Metric>(); 
        var paginateMetrics = _amazonCloudWatch.Paginators.ListMetrics( 
            new ListMetricsRequest 
            { 
                Namespace = metricNamespace, 
                Dimensions = filter != null ? new List<DimensionFilter> 
 { filter } : null, 
                MetricName = metricName 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var metric in paginateMetrics.Metrics) 
        { 
            results.Add(metric); 
        } 

        return results; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Wrapper to get statistics for a specific CloudWatch metric. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="metricName">The name of the metric.</param> 
    /// <param name="statistics">The list of statistics to include.</param> 
    /// <param name="dimensions">The list of dimensions to include.</param> 
    /// <param name="days">The number of days in the past to include.</param> 
    /// <param name="period">The period for the data.</param> 
    /// <returns>A list of DataPoint objects for the statistics.</returns> 
    public async Task<List<Datapoint>> GetMetricStatistics(string metricNamespace, 
        string metricName, List<string> statistics, List<Dimension> dimensions, int 
 days, int period) 
    { 
        var metricStatistics = await _amazonCloudWatch.GetMetricStatisticsAsync( 
            new GetMetricStatisticsRequest() 
            { 
                Namespace = metricNamespace, 
                MetricName = metricName, 
                Dimensions = dimensions, 
                Statistics = statistics, 
                StartTimeUtc = DateTime.UtcNow.AddDays(-days), 
                EndTimeUtc = DateTime.UtcNow, 
                Period = period 
            }); 

        return metricStatistics.Datapoints; 
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    } 

    /// <summary> 
    /// Wrapper to create or add to a dashboard with metrics. 
    /// </summary> 
    /// <param name="dashboardName">The name for the dashboard.</param> 
    /// <param name="dashboardBody">The metric data in JSON for the dashboard.</
param> 
    /// <returns>A list of validation messages for the dashboard.</returns> 
    public async Task<List<DashboardValidationMessage>> PutDashboard(string 
 dashboardName, 
        string dashboardBody) 
    { 
        // Updating a dashboard replaces all contents. 
        // Best practice is to include a text widget indicating this dashboard was 
 created programmatically. 
        var dashboardResponse = await _amazonCloudWatch.PutDashboardAsync( 
            new PutDashboardRequest() 
            { 
                DashboardName = dashboardName, 
                DashboardBody = dashboardBody 
            }); 

        return dashboardResponse.DashboardValidationMessages; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information on a dashboard. 
    /// </summary> 
    /// <param name="dashboardName">The name of the dashboard.</param> 
    /// <returns>A JSON object with dashboard information.</returns> 
    public async Task<string> GetDashboard(string dashboardName) 
    { 
        var dashboardResponse = await _amazonCloudWatch.GetDashboardAsync( 
            new GetDashboardRequest() 
            { 
                DashboardName = dashboardName 
            }); 

        return dashboardResponse.DashboardBody; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get a list of dashboards. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of DashboardEntry objects.</returns> 
    public async Task<List<DashboardEntry>> ListDashboards() 
    { 
        var results = new List<DashboardEntry>(); 
        var paginateDashboards = _amazonCloudWatch.Paginators.ListDashboards( 
            new ListDashboardsRequest()); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var data in paginateDashboards.DashboardEntries) 
        { 
            results.Add(data); 
        } 

        return results; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Wrapper to add metric data to a CloudWatch metric. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
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    /// <param name="metricData">A data object for the metric data.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> PutMetricData(string metricNamespace, 
        List<MetricDatum> metricData) 
    { 
        var putDataResponse = await _amazonCloudWatch.PutMetricDataAsync( 
            new PutMetricDataRequest() 
            { 
                MetricData = metricData, 
                Namespace = metricNamespace, 
            }); 

        return putDataResponse.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get an image for a metric graphed over time. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="metric">The name of the metric.</param> 
    /// <param name="stat">The name of the stat to chart.</param> 
    /// <param name="period">The period to use for the chart.</param> 
    /// <returns>A memory stream for the chart image.</returns> 
    public async Task<MemoryStream> GetTimeSeriesMetricImage(string 
 metricNamespace, string metric, string stat, int period) 
    { 
        var metricImageWidget = new 
        { 
            title = "Example Metric Graph", 
            view = "timeSeries", 
            stacked = false, 
            period = period, 
            width = 1400, 
            height = 600, 
            metrics = new List<List<object>> 
                { new() { metricNamespace, metric, new { stat } } } 
        }; 

        var metricImageWidgetString = JsonSerializer.Serialize(metricImageWidget); 
        var imageResponse = await _amazonCloudWatch.GetMetricWidgetImageAsync( 
            new GetMetricWidgetImageRequest() 
            { 
                MetricWidget = metricImageWidgetString 
            }); 

        return imageResponse.MetricWidgetImage; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Save a metric image to a file. 
    /// </summary> 
    /// <param name="memoryStream">The MemoryStream for the metric image.</param> 
    /// <param name="metricName">The name of the metric.</param> 
    /// <returns>The path to the file.</returns> 
    public string SaveMetricImage(MemoryStream memoryStream, string metricName) 
    { 
        var metricFileName = $"{metricName}_{DateTime.Now.Ticks}.png"; 
        using var sr = new StreamReader(memoryStream); 
        // Writes the memory stream to a file. 
        File.WriteAllBytes(metricFileName, memoryStream.ToArray()); 
        var filePath = Path.Join(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, 
            metricFileName); 
        return filePath; 
    } 

    /// <summary> 
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    /// Get data for CloudWatch metrics. 
    /// </summary> 
    /// <param name="minutesOfData">The number of minutes of data to include.</
param> 
    /// <param name="useDescendingTime">True to return the data descending by 
 time.</param> 
    /// <param name="endDateUtc">The end date for the data, in UTC.</param> 
    /// <param name="maxDataPoints">The maximum data points to include.</param> 
    /// <param name="dataQueries">Optional data queries to include.</param> 
    /// <returns>A list of the requested metric data.</returns> 
    public async Task<List<MetricDataResult>> GetMetricData(int minutesOfData, bool 
 useDescendingTime, DateTime? endDateUtc = null, 
        int maxDataPoints = 0, List<MetricDataQuery>? dataQueries = null) 
    { 
        var metricData = new List<MetricDataResult>(); 
        // If no end time is provided, use the current time for the end time. 
        endDateUtc ??= DateTime.UtcNow; 
        var timeZoneOffset = 
 TimeZoneInfo.Local.GetUtcOffset(endDateUtc.Value.ToLocalTime()); 
        var startTimeUtc = endDateUtc.Value.AddMinutes(-minutesOfData); 
        // The timezone string should be in the format +0000, so use the timezone 
 offset to format it correctly. 
        var timeZoneString = $"{timeZoneOffset.Hours:D2}
{timeZoneOffset.Minutes:D2}"; 
        var paginatedMetricData = _amazonCloudWatch.Paginators.GetMetricData( 
            new GetMetricDataRequest() 
            { 
                StartTimeUtc = startTimeUtc, 
                EndTimeUtc = endDateUtc.Value, 
                LabelOptions = new LabelOptions { Timezone = timeZoneString }, 
                ScanBy = useDescendingTime ? ScanBy.TimestampDescending : 
 ScanBy.TimestampAscending, 
                MaxDatapoints = maxDataPoints, 
                MetricDataQueries = dataQueries, 
            }); 

        await foreach (var data in paginatedMetricData.MetricDataResults) 
        { 
            metricData.Add(data); 
        } 
        return metricData; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add a metric alarm to send an email when the metric passes a threshold. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmDescription">A description of the alarm.</param> 
    /// <param name="alarmName">The name for the alarm.</param> 
    /// <param name="comparison">The type of comparison to use.</param> 
    /// <param name="metricName">The name of the metric for the alarm.</param> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="threshold">The threshold value for the alarm.</param> 
    /// <param name="alarmActions">Optional actions to execute when in an alarm 
 state.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> PutMetricEmailAlarm(string alarmDescription, string 
 alarmName, ComparisonOperator comparison, 
        string metricName, string metricNamespace, double threshold, List<string> 
 alarmActions = null) 
    { 
        try 
        { 
            var putEmailAlarmResponse = await 
 _amazonCloudWatch.PutMetricAlarmAsync( 
                new PutMetricAlarmRequest() 
                { 
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                    AlarmActions = alarmActions, 
                    AlarmDescription = alarmDescription, 
                    AlarmName = alarmName, 
                    ComparisonOperator = comparison, 
                    Threshold = threshold, 
                    Namespace = metricNamespace, 
                    MetricName = metricName, 
                    EvaluationPeriods = 1, 
                    Period = 10, 
                    Statistic = new Statistic("Maximum"), 
                    DatapointsToAlarm = 1, 
                    TreatMissingData = "ignore" 
                }); 
            return putEmailAlarmResponse.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
        } 
        catch (LimitExceededException lex) 
        { 
            _logger.LogError(lex, $"Unable to add alarm {alarmName}. Alarm quota 
 has already been reached."); 
        } 

        return false; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add specific email actions to a list of action strings for a CloudWatch 
 alarm. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accountId">The AccountId for the alarm.</param> 
    /// <param name="region">The region for the alarm.</param> 
    /// <param name="emailTopicName">An Amazon Simple Notification Service (SNS) 
 topic for the alarm email.</param> 
    /// <param name="alarmActions">Optional list of existing alarm actions to 
 append to.</param> 
    /// <returns>A list of string actions for an alarm.</returns> 
    public List<string> AddEmailAlarmAction(string accountId, string region, 
        string emailTopicName, List<string>? alarmActions = null) 
    { 
        alarmActions ??= new List<string>(); 
        var snsAlarmAction = $"arn:aws:sns:{region}:{accountId}:{emailTopicName}"; 
        alarmActions.Add(snsAlarmAction); 
        return alarmActions; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Describe the current alarms, optionally filtered by state. 
    /// </summary> 
    /// <param name="stateValue">Optional filter for alarm state.</param> 
    /// <returns>The list of alarm data.</returns> 
    public async Task<List<MetricAlarm>> DescribeAlarms(StateValue? stateValue = 
 null) 
    { 
        List<MetricAlarm> alarms = new List<MetricAlarm>(); 
        var paginatedDescribeAlarms = _amazonCloudWatch.Paginators.DescribeAlarms( 
            new DescribeAlarmsRequest() 
            { 
                StateValue = stateValue 
            }); 

        await foreach (var data in paginatedDescribeAlarms.MetricAlarms) 
        { 
            alarms.Add(data); 
        } 
        return alarms; 
    } 
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    /// <summary> 
    /// Describe the current alarms for a specific metric. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="metricName">The name of the metric.</param> 
    /// <returns>The list of alarm data.</returns> 
    public async Task<List<MetricAlarm>> DescribeAlarmsForMetric(string 
 metricNamespace, string metricName) 
    { 
        var alarmsResult = await _amazonCloudWatch.DescribeAlarmsForMetricAsync( 
            new DescribeAlarmsForMetricRequest() 
            { 
                Namespace = metricNamespace, 
                MetricName = metricName 
            }); 

        return alarmsResult.MetricAlarms; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Describe the history of an alarm for a number of days in the past. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmName">The name of the alarm.</param> 
    /// <param name="historyDays">The number of days in the past.</param> 
    /// <returns>The list of alarm history data.</returns> 
    public async Task<List<AlarmHistoryItem>> DescribeAlarmHistory(string 
 alarmName, int historyDays) 
    { 
        List<AlarmHistoryItem> alarmHistory = new List<AlarmHistoryItem>(); 
        var paginatedAlarmHistory = 
 _amazonCloudWatch.Paginators.DescribeAlarmHistory( 
            new DescribeAlarmHistoryRequest() 
            { 
                AlarmName = alarmName, 
                EndDateUtc = DateTime.UtcNow, 
                HistoryItemType = HistoryItemType.StateUpdate, 
                StartDateUtc = DateTime.UtcNow.AddDays(-historyDays) 
            }); 

        await foreach (var data in paginatedAlarmHistory.AlarmHistoryItems) 
        { 
            alarmHistory.Add(data); 
        } 
        return alarmHistory; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete a list of alarms from CloudWatch. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmNames">A list of names of alarms to delete.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteAlarms(List<string> alarmNames) 
    { 
        var deleteAlarmsResult = await _amazonCloudWatch.DeleteAlarmsAsync( 
            new DeleteAlarmsRequest() 
            { 
                AlarmNames = alarmNames 
            }); 

        return deleteAlarmsResult.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Disable the actions for a list of alarms from CloudWatch. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmNames">A list of names of alarms.</param> 
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    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DisableAlarmActions(List<string> alarmNames) 
    { 
        var disableAlarmActionsResult = await 
 _amazonCloudWatch.DisableAlarmActionsAsync( 
            new DisableAlarmActionsRequest() 
            { 
                AlarmNames = alarmNames 
            }); 

        return disableAlarmActionsResult.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Enable the actions for a list of alarms from CloudWatch. 
    /// </summary> 
    /// <param name="alarmNames">A list of names of alarms.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> EnableAlarmActions(List<string> alarmNames) 
    { 
        var enableAlarmActionsResult = await 
 _amazonCloudWatch.EnableAlarmActionsAsync( 
            new EnableAlarmActionsRequest() 
            { 
                AlarmNames = alarmNames 
            }); 

        return enableAlarmActionsResult.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add an anomaly detector for a single metric. 
    /// </summary> 
    /// <param name="anomalyDetector">A single metric anomaly detector.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> PutAnomalyDetector(SingleMetricAnomalyDetector 
 anomalyDetector) 
    { 
        var putAlarmDetectorResult = await 
 _amazonCloudWatch.PutAnomalyDetectorAsync( 
            new PutAnomalyDetectorRequest() 
            { 
                SingleMetricAnomalyDetector = anomalyDetector 
            }); 

        return putAlarmDetectorResult.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Describe anomaly detectors for a metric and namespace. 
    /// </summary> 
    /// <param name="metricNamespace">The namespace of the metric.</param> 
    /// <param name="metricName">The metric of the anomaly detectors.</param> 
    /// <returns>The list of detectors.</returns> 
    public async Task<List<AnomalyDetector>> DescribeAnomalyDetectors(string 
 metricNamespace, string metricName) 
    { 
        List<AnomalyDetector> detectors = new List<AnomalyDetector>(); 
        var paginatedDescribeAnomalyDetectors = 
 _amazonCloudWatch.Paginators.DescribeAnomalyDetectors( 
            new DescribeAnomalyDetectorsRequest() 
            { 
                MetricName = metricName, 
                Namespace = metricNamespace 
            }); 
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        await foreach (var data in 
 paginatedDescribeAnomalyDetectors.AnomalyDetectors) 
        { 
            detectors.Add(data); 
        } 

        return detectors; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete a single metric anomaly detector. 
    /// </summary> 
    /// <param name="anomalyDetector">The anomaly detector to delete.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteAnomalyDetector(SingleMetricAnomalyDetector 
 anomalyDetector) 
    { 
        var deleteAnomalyDetectorResponse = await 
 _amazonCloudWatch.DeleteAnomalyDetectorAsync( 
            new DeleteAnomalyDetectorRequest() 
            { 
                SingleMetricAnomalyDetector = anomalyDetector 
            }); 

        return deleteAnomalyDetectorResponse.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete a list of CloudWatch dashboards. 
    /// </summary> 
    /// <param name="dashboardNames">List of dashboard names to delete.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteDashboards(List<string> dashboardNames) 
    { 
        var deleteDashboardsResponse = await 
 _amazonCloudWatch.DeleteDashboardsAsync( 
            new DeleteDashboardsRequest() 
            { 
                DashboardNames = dashboardNames 
            }); 

        return deleteDashboardsResponse.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• DeleteAlarms
• DeleteAnomalyDetector
• DeleteDashboards
• DescribeAlarmHistory
• DescribeAlarms
• DescribeAlarmsForMetric
• DescribeAnomalyDetectors
• GetMetricData
• GetMetricStatistics
• GetMetricWidgetImage
• ListMetrics
• PutAnomalyDetector
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• PutDashboard
• PutMetricAlarm
• PutMetricData

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

/** 
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 * To enable billing metrics and statistics for this example, make sure billing 
 alerts are enabled for your account: 
 * https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html#turning_on_billing_metrics 
 * 
 * This Java code example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. List available namespaces from Amazon CloudWatch. 
 * 2. List available metrics within the selected Namespace. 
 * 3. Get statistics for the selected metric over the last day. 
 * 4. Get CloudWatch estimated billing for the last week. 
 * 5. Create a new CloudWatch dashboard with metrics. 
 * 6. List dashboards using a paginator. 
 * 7. Create a new custom metric by adding data for it. 
 * 8. Add the custom metric to the dashboard. 
 * 9. Create an alarm for the custom metric. 
 * 10. Describe current alarms. 
 * 11. Get current data for the new custom metric. 
 * 12. Push data into the custom metric to trigger the alarm. 
 * 13. Check the alarm state using the action DescribeAlarmsForMetric. 
 * 14. Get alarm history for the new alarm. 
 * 15. Add an anomaly detector for the custom metric. 
 * 16. Describe current anomaly detectors. 
 * 17. Get a metric image for the custom metric. 
 * 18. Clean up the Amazon CloudWatch resources. 
 */
public class CloudWatchScenario { 

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", 
 "-"); 
    public static void main(String[] args) throws IOException { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "  <myDate> <costDateWeek> <dashboardName> <dashboardJson> 
 <dashboardAdd> <settings> <metricImage>  \n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "  myDate - The start date to use to get metric statistics. (For 
 example, 2023-01-11T18:35:24.00Z.) \n" + 
            "  costDateWeek - The start date to use to get AWS/Billinget 
 statistics. (For example, 2023-01-11T18:35:24.00Z.) \n" + 
            "  dashboardName - The name of the dashboard to create. \n" + 
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            "  dashboardJson - The location of a JSON file to use to create a 
 dashboard. (See Readme file.) \n" + 
            "  dashboardAdd - The location of a JSON file to use to update a 
 dashboard. (See Readme file.) \n" + 
            "  settings - The location of a JSON file from which various values are 
 read. (See Readme file.) \n" + 
            "  metricImage - The location of a BMP file that is used to create a 
 graph. \n" ; 

       if (args.length != 7) { 
           System.out.println(usage); 
           System.exit(1); 
       } 

        Region region = Region.US_EAST_1; 
        String myDate = args[0]; 
        String costDateWeek = args[1]; 
        String dashboardName = args[2]; 
        String dashboardJson = args[3]; 
        String dashboardAdd = args[4]; 
        String settings = args[5]; 
        String metricImage = args[6]; 

        Double dataPoint = Double.parseDouble("10.0"); 
        Scanner sc = new Scanner(System.in); 
        CloudWatchClient cw = CloudWatchClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the Amazon CloudWatch example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. List at least five available unique namespaces from 
 Amazon CloudWatch. Select one from the list."); 
        ArrayList<String> list = listNameSpaces(cw); 
        for (int z=0; z<5; z++) { 
            int index = z+1; 
            System.out.println("    " +index +". " +list.get(z)); 
        } 

        String selectedNamespace = ""; 
        String selectedMetrics = ""; 
        int num = Integer.parseInt(sc.nextLine()); 
        if (1 <= num && num <= 5){ 
            selectedNamespace = list.get(num-1); 
        } else { 
            System.out.println("You did not select a valid option."); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("You selected "+selectedNamespace); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. List available metrics within the selected namespace 
 and select one from the list."); 
        ArrayList<String> metList = listMets(cw, selectedNamespace); 
        for (int z=0; z<5; z++) { 
            int index = z+1; 
            System.out.println("    " +index +". " +metList.get(z)); 
        } 
        num = Integer.parseInt(sc.nextLine()); 
        if (1 <= num && num <= 5){ 
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            selectedMetrics = metList.get(num-1); 
        } else { 
            System.out.println("You did not select a valid option."); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("You selected "+selectedMetrics); 
        Dimension myDimension = getSpecificMet( cw, selectedNamespace); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Get statistics for the selected metric over the last 
 day."); 
        String metricOption=""; 
        ArrayList<String> statTypes = new ArrayList<>(); 
        statTypes.add("SampleCount"); 
        statTypes.add("Average"); 
        statTypes.add("Sum"); 
        statTypes.add("Minimum"); 
        statTypes.add("Maximum"); 

        for (int t=0; t<5; t++){ 
            System.out.println("    " +(t+1) +". "+statTypes.get(t)); 
        } 
        System.out.println("Select a metric statistic by entering a number from the 
 preceding list:"); 
        num = Integer.parseInt(sc.nextLine()); 
        if (1 <= num && num <= 5){ 
            metricOption = statTypes.get(num-1); 
        } else { 
            System.out.println("You did not select a valid option."); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("You selected "+metricOption); 
        getAndDisplayMetricStatistics(cw, selectedNamespace, selectedMetrics, 
 metricOption, myDate, myDimension); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Get CloudWatch estimated billing for the last 
 week."); 
        getMetricStatistics(cw, costDateWeek); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Create a new CloudWatch dashboard with metrics."); 
        createDashboardWithMetrics(cw, dashboardName, dashboardJson); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. List dashboards using a paginator."); 
        listDashboards(cw); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. Create a new custom metric by adding data to it."); 
        createNewCustomMetric(cw, dataPoint); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Add an additional metric to the dashboard."); 
        addMetricToDashboard(cw, dashboardAdd, dashboardName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Create an alarm for the custom metric."); 
        String alarmName = createAlarm(cw, settings); 
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        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Describe ten current alarms."); 
        describeAlarms(cw); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("11. Get current data for new custom metric."); 
        getCustomMetricData(cw,settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("12. Push data into the custom metric to trigger the 
 alarm."); 
        addMetricDataForAlarm(cw, settings) ; 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("13. Check the alarm state using the action 
 DescribeAlarmsForMetric."); 
        checkForMetricAlarm(cw, settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("14. Get alarm history for the new alarm."); 
        getAlarmHistory(cw, settings, myDate); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("15. Add an anomaly detector for the custom metric."); 
        addAnomalyDetector(cw, settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("16. Describe current anomaly detectors."); 
        describeAnomalyDetectors(cw, settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("17. Get a metric image for the custom metric."); 
        getAndOpenMetricImage(cw, metricImage); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("18. Clean up the Amazon CloudWatch resources."); 
        deleteDashboard(cw, dashboardName); 
        deleteCWAlarm(cw, alarmName); 
        deleteAnomalyDetector(cw, settings); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("The Amazon CloudWatch example scenario is complete."); 
        System.out.println(DASHES); 
        cw.close(); 
    } 

    public static void deleteAnomalyDetector(CloudWatchClient cw, String fileName) 
 { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
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            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            SingleMetricAnomalyDetector singleMetricAnomalyDetector = 
 SingleMetricAnomalyDetector.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .stat("Maximum") 
                .build(); 

            DeleteAnomalyDetectorRequest request = 
 DeleteAnomalyDetectorRequest.builder() 
                .singleMetricAnomalyDetector(singleMetricAnomalyDetector) 
                .build(); 

            cw.deleteAnomalyDetector(request); 
            System.out.println("Successfully deleted the Anomaly Detector."); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } catch (IOException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
    } 

    public static void deleteCWAlarm(CloudWatchClient cw, String alarmName) { 
        try { 
            DeleteAlarmsRequest request = DeleteAlarmsRequest.builder() 
                .alarmNames(alarmName) 
                .build(); 

            cw.deleteAlarms(request); 
            System.out.println("Successfully deleted alarm " +alarmName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteDashboard(CloudWatchClient cw, String dashboardName) { 
        try { 
            DeleteDashboardsRequest dashboardsRequest = 
 DeleteDashboardsRequest.builder() 
                .dashboardNames(dashboardName) 
                .build(); 
            cw.deleteDashboards(dashboardsRequest); 
            System.out.println(dashboardName + " was successfully deleted."); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getAndOpenMetricImage(CloudWatchClient cw, String fileName) 
 { 
        System.out.println("Getting Image data for custom metric."); 
        try { 
              String myJSON = "{\n" + 
                "  \"title\": \"Example Metric Graph\",\n" + 
                "  \"view\": \"timeSeries\",\n" + 
                "  \"stacked \": false,\n" + 
                "  \"period\": 10,\n" + 
                "  \"width\": 1400,\n" + 

1137



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
メトリクス、ダッシュボード、

およびアラームの使用を開始する

                "  \"height\": 600,\n" + 
                "  \"metrics\": [\n" + 
                "    [\n" + 
                "      \"AWS/Billing\",\n" + 
                "      \"EstimatedCharges\",\n" + 
                "      \"Currency\",\n" + 
                "      \"USD\"\n" + 
                "    ]\n" + 
                "  ]\n" + 
                "}"; 

            GetMetricWidgetImageRequest imageRequest = 
 GetMetricWidgetImageRequest.builder() 
                .metricWidget(myJSON) 
                .build(); 

            GetMetricWidgetImageResponse response = 
 cw.getMetricWidgetImage(imageRequest); 
            SdkBytes sdkBytes = response.metricWidgetImage(); 
            byte[] bytes = sdkBytes.asByteArray(); 
            File outputFile = new File(fileName); 
            try (FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(outputFile)) 
 { 
                outputStream.write(bytes); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeAnomalyDetectors(CloudWatchClient cw, String 
 fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            DescribeAnomalyDetectorsRequest detectorsRequest = 
 DescribeAnomalyDetectorsRequest.builder() 
                .maxResults(10) 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            DescribeAnomalyDetectorsResponse response = 
 cw.describeAnomalyDetectors(detectorsRequest) ; 
            List<AnomalyDetector> anomalyDetectorList = 
 response.anomalyDetectors(); 
            for (AnomalyDetector detector: anomalyDetectorList) { 
                System.out.println("Metric name: 
 "+detector.singleMetricAnomalyDetector().metricName()); 
                System.out.println("State: "+detector.stateValue()); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

1138



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
メトリクス、ダッシュボード、

およびアラームの使用を開始する

    public static void addAnomalyDetector(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            SingleMetricAnomalyDetector singleMetricAnomalyDetector = 
 SingleMetricAnomalyDetector.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .stat("Maximum") 
                .build(); 

            PutAnomalyDetectorRequest anomalyDetectorRequest = 
 PutAnomalyDetectorRequest.builder() 
                .singleMetricAnomalyDetector(singleMetricAnomalyDetector) 
                .build(); 

            cw.putAnomalyDetector(anomalyDetectorRequest); 
            System.out.println("Added anomaly detector for metric 
 "+customMetricName+"."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getAlarmHistory(CloudWatchClient cw, String fileName, String 
 date) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String alarmName = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText(); 

            Instant start = Instant.parse(date); 
            Instant endDate = Instant.now(); 
            DescribeAlarmHistoryRequest historyRequest = 
 DescribeAlarmHistoryRequest.builder() 
                .startDate(start) 
                .endDate(endDate) 
                .alarmName(alarmName) 
                .historyItemType(HistoryItemType.ACTION) 
                .build(); 

            DescribeAlarmHistoryResponse response = 
 cw.describeAlarmHistory(historyRequest); 
            List<AlarmHistoryItem>historyItems = response.alarmHistoryItems(); 
            if (historyItems.isEmpty()) { 
                System.out.println("No alarm history data found for "+alarmName 
 +"."); 
            } else { 
                for (AlarmHistoryItem item: historyItems) { 
                    System.out.println("History summary: "+item.historySummary()); 
                    System.out.println("Time stamp: "+item.timestamp()); 
                } 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
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            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void checkForMetricAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            boolean hasAlarm = false; 
            int retries = 10; 

            DescribeAlarmsForMetricRequest metricRequest = 
 DescribeAlarmsForMetricRequest.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            while (!hasAlarm && retries > 0) { 
                DescribeAlarmsForMetricResponse response = 
 cw.describeAlarmsForMetric(metricRequest); 
                hasAlarm = response.hasMetricAlarms(); 
                retries--; 
                Thread.sleep(20000); 
                System.out.println("."); 
            } 
            if (!hasAlarm) 
                System.out.println("No Alarm state found for "+ customMetricName +" 
 after 10 retries."); 
            else 
               System.out.println("Alarm state found for "+ customMetricName +"."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException | InterruptedException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void addMetricDataForAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) 
 { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            // Set an Instant object. 
            String time = 
 ZonedDateTime.now( ZoneOffset.UTC ).format( DateTimeFormatter.ISO_INSTANT ); 
            Instant instant = Instant.parse(time); 

            MetricDatum datum = MetricDatum.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(1001.00) 
                .timestamp(instant) 
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                .build(); 

            MetricDatum datum2 = MetricDatum.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(1002.00) 
                .timestamp(instant) 
                .build(); 

            List<MetricDatum> metricDataList = new ArrayList<>(); 
            metricDataList.add(datum); 
            metricDataList.add(datum2); 

            PutMetricDataRequest request = PutMetricDataRequest.builder() 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .metricData(metricDataList) 
                .build(); 

            cw.putMetricData(request); 
            System.out.println("Added metric values for for metric " 
 +customMetricName); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getCustomMetricData(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 

            // Set the date. 
            Instant nowDate = Instant.now(); 

            long hours = 1; 
            long minutes = 30; 
            Instant date2 = nowDate.plus(hours, ChronoUnit.HOURS).plus(minutes, 
                ChronoUnit.MINUTES); 

            Metric met = Metric.builder() 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .build(); 

            MetricStat metStat = MetricStat.builder() 
                .stat("Maximum") 
                .period(1) 
                .metric(met) 
                .build(); 

            MetricDataQuery dataQUery = MetricDataQuery.builder() 
                .metricStat(metStat) 
                .id("foo2") 
                .returnData(true) 
                .build(); 

            List<MetricDataQuery> dq = new ArrayList<>(); 
            dq.add(dataQUery); 
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            GetMetricDataRequest getMetReq = GetMetricDataRequest.builder() 
                .maxDatapoints(10) 
                .scanBy(ScanBy.TIMESTAMP_DESCENDING) 
                .startTime(nowDate) 
                .endTime(date2) 
                .metricDataQueries(dq) 
                .build(); 

            GetMetricDataResponse response = cw.getMetricData(getMetReq); 
            List<MetricDataResult> data = response.metricDataResults(); 
            for (MetricDataResult item : data) { 
                System.out.println("The label is " + item.label()); 
                System.out.println("The status code is " + 
 item.statusCode().toString()); 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeAlarms(CloudWatchClient cw) { 
        try { 
            List<AlarmType> typeList = new ArrayList<>(); 
            typeList.add(AlarmType.METRIC_ALARM); 

            DescribeAlarmsRequest alarmsRequest = DescribeAlarmsRequest.builder() 
                .alarmTypes(typeList) 
                .maxRecords(10) 
                .build(); 

            DescribeAlarmsResponse response = cw.describeAlarms(alarmsRequest); 
            List<MetricAlarm> alarmList = response.metricAlarms(); 
            for (MetricAlarm alarm: alarmList) { 
                System.out.println("Alarm name: " + alarm.alarmName()); 
                System.out.println("Alarm description: " + 
 alarm.alarmDescription()); 
            } 
        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createAlarm(CloudWatchClient cw, String fileName) { 
        try { 
            // Read values from the JSON file. 
            JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new File(fileName)); 
            com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode rootNode = new 
 ObjectMapper().readTree(parser); 
            String customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText(); 
            String customMetricName = 
 rootNode.findValue("customMetricName").asText(); 
            String alarmName = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText(); 
            String emailTopic = rootNode.findValue("emailTopic").asText(); 
            String accountId = rootNode.findValue("accountId").asText(); 
            String region = rootNode.findValue("region").asText(); 

            // Create a List for alarm actions. 
            List<String> alarmActions = new ArrayList<>(); 
            alarmActions.add("arn:aws:sns:"+region+":"+accountId+":"+emailTopic); 
            PutMetricAlarmRequest alarmRequest = PutMetricAlarmRequest.builder() 
                .alarmActions(alarmActions) 
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                .alarmDescription("Example metric alarm") 
                .alarmName(alarmName) 
                
 .comparisonOperator(ComparisonOperator.GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO_THRESHOLD) 
                .threshold(100.00) 
                .metricName(customMetricName) 
                .namespace(customMetricNamespace) 
                .evaluationPeriods(1) 
                .period(10) 
                .statistic("Maximum") 
                .datapointsToAlarm(1) 
                .treatMissingData("ignore") 
                .build(); 

            cw.putMetricAlarm(alarmRequest); 
            System.out.println(alarmName +" was successfully created!"); 
            return alarmName; 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void addMetricToDashboard(CloudWatchClient cw, String fileName, 
 String dashboardName) { 
        try { 
            PutDashboardRequest dashboardRequest = PutDashboardRequest.builder() 
                .dashboardName(dashboardName) 
                .dashboardBody(readFileAsString(fileName)) 
                .build(); 

            cw.putDashboard(dashboardRequest); 
            System.out.println(dashboardName +" was successfully updated."); 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createNewCustomMetric(CloudWatchClient cw, Double dataPoint) 
 { 
        try { 
            Dimension dimension = Dimension.builder() 
                .name("UNIQUE_PAGES") 
                .value("URLS") 
                .build(); 

            // Set an Instant object. 
            String time = 
 ZonedDateTime.now( ZoneOffset.UTC ).format( DateTimeFormatter.ISO_INSTANT ); 
            Instant instant = Instant.parse(time); 

            MetricDatum datum = MetricDatum.builder() 
                .metricName("PAGES_VISITED") 
                .unit(StandardUnit.NONE) 
                .value(dataPoint) 
                .timestamp(instant) 
                .dimensions(dimension) 
                .build(); 

            PutMetricDataRequest request = PutMetricDataRequest.builder() 
                .namespace("SITE/TRAFFIC") 
                .metricData(datum) 
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                .build(); 

            cw.putMetricData(request); 
            System.out.println("Added metric values for for metric PAGES_VISITED"); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void listDashboards(CloudWatchClient cw) { 
        try { 
            ListDashboardsIterable listRes = cw.listDashboardsPaginator(); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.dashboardEntries().stream()) 
                .forEach(entry ->{ 
                    System.out.println("Dashboard name is: " + 
 entry.dashboardName()); 
                    System.out.println("Dashboard ARN is: " + 
 entry.dashboardArn()); 
                }); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void createDashboardWithMetrics(CloudWatchClient cw, String 
 dashboardName, String fileName) { 
        try { 
            PutDashboardRequest dashboardRequest = PutDashboardRequest.builder() 
                .dashboardName(dashboardName) 
                .dashboardBody(readFileAsString(fileName)) 
                .build(); 

            PutDashboardResponse response = cw.putDashboard(dashboardRequest); 
            System.out.println(dashboardName +" was successfully created."); 
            List<DashboardValidationMessage> messages = 
 response.dashboardValidationMessages(); 
            if (messages.isEmpty()) { 
                System.out.println("There are no messages in the new Dashboard"); 
            } else { 
                for (DashboardValidationMessage message : messages) { 
                    System.out.println("Message is: " + message.message()); 
                } 
            } 

        } catch (CloudWatchException | IOException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String readFileAsString(String file) throws IOException { 
        return new String(Files.readAllBytes(Paths.get(file))); 
    } 

    public static void getMetricStatistics(CloudWatchClient cw, String 
 costDateWeek) { 
        try { 
            Instant start = Instant.parse(costDateWeek); 
            Instant endDate = Instant.now(); 
            Dimension dimension = Dimension.builder() 
                .name("Currency") 
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                .value("USD") 
                .build(); 

            List<Dimension> dimensionList = new ArrayList<>(); 
            dimensionList.add(dimension); 
            GetMetricStatisticsRequest statisticsRequest = 
 GetMetricStatisticsRequest.builder() 
                .metricName("EstimatedCharges") 
                .namespace("AWS/Billing") 
                .dimensions(dimensionList) 
                .statistics(Statistic.MAXIMUM) 
                .startTime(start) 
                .endTime(endDate) 
                .period(86400) 
                .build(); 

            GetMetricStatisticsResponse response = 
 cw.getMetricStatistics(statisticsRequest); 
            List<Datapoint> data = response.datapoints(); 
            if (!data.isEmpty()) { 
                for (Datapoint datapoint: data) { 
                    System.out.println("Timestamp: " + datapoint.timestamp() + " 
 Maximum value: " + datapoint.maximum()); 
                } 
            } else { 
                System.out.println("The returned data list is empty"); 
            } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void getAndDisplayMetricStatistics( CloudWatchClient cw, String 
 nameSpace, String metVal, String metricOption, String date, Dimension myDimension) 
 { 
        try { 
            Instant start = Instant.parse(date); 
            Instant endDate = Instant.now(); 

            GetMetricStatisticsRequest statisticsRequest = 
 GetMetricStatisticsRequest.builder() 
                .endTime(endDate) 
                .startTime(start) 
                .dimensions(myDimension) 
                .metricName(metVal) 
                .namespace(nameSpace) 
                .period(86400) 
                .statistics(Statistic.fromValue(metricOption)) 
                .build(); 

            GetMetricStatisticsResponse response = 
 cw.getMetricStatistics(statisticsRequest); 
            List<Datapoint> data = response.datapoints(); 
            if (!data.isEmpty()) { 
                for (Datapoint datapoint: data) { 
                    System.out.println("Timestamp: " + datapoint.timestamp() + " 
 Maximum value: " + datapoint.maximum()); 
                } 
            } else { 
                System.out.println("The returned data list is empty"); 
            } 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static Dimension getSpecificMet( CloudWatchClient cw, String namespace) 
 { 
        try { 
            ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                .namespace(namespace) 
                .build(); 

            ListMetricsResponse response = cw.listMetrics(request); 
            List<Metric> myList = response.metrics(); 
            Metric metric = myList.get(0); 
            return metric.dimensions().get(0); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public static ArrayList<String> listMets( CloudWatchClient cw, String 
 namespace) { 
        try { 
            ArrayList<String> metList = new ArrayList<>(); 
            ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
                .namespace(namespace) 
                .build(); 

            ListMetricsIterable listRes = cw.listMetricsPaginator(request); 
            listRes.stream() 
                .flatMap(r -> r.metrics().stream()) 
                .forEach(metrics -> metList.add(metrics.metricName())); 

            return metList; 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

   public static ArrayList<String> listNameSpaces(CloudWatchClient cw) { 
       try { 
           ArrayList<String> nameSpaceList = new ArrayList<>(); 
           ListMetricsRequest request = ListMetricsRequest.builder() 
               .build(); 

           ListMetricsIterable listRes = cw.listMetricsPaginator(request); 
           listRes.stream() 
               .flatMap(r -> r.metrics().stream()) 
               .forEach(metrics -> { 
                   String data = metrics.namespace(); 
                   if(!nameSpaceList.contains(data)) { 
                       nameSpaceList.add(data); 
                   } 
               }) ; 

           return nameSpaceList; 
           } catch (CloudWatchException e) { 
               System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
               System.exit(1); 
           } 
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       return null; 
   }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の以下のトピックを参照
してください。
• DeleteAlarms
• DeleteAnomalyDetector
• DeleteDashboards
• DescribeAlarmHistory
• DescribeAlarms
• DescribeAlarmsForMetric
• DescribeAnomalyDetectors
• GetMetricData
• GetMetricStatistics
• GetMetricWidgetImage
• ListMetrics
• PutAnomalyDetector
• PutDashboard
• PutMetricAlarm
• PutMetricData

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

/** 
 Before running this Kotlin code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 

 For more information, see the following documentation topic: 
 https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html 

 To enable billing metrics and statistics for this example, make sure billing 
 alerts are enabled for your account: 
 https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html#turning_on_billing_metrics 

 This Kotlin code example performs the following tasks: 

 1. List available namespaces from Amazon CloudWatch. Select a namespace from the 
 list. 
 2. List available metrics within the selected namespace. 
 3. Get statistics for the selected metric over the last day. 
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 4. Get CloudWatch estimated billing for the last week. 
 5. Create a new CloudWatch dashboard with metrics. 
 6. List dashboards using a paginator. 
 7. Create a new custom metric by adding data for it. 
 8. Add the custom metric to the dashboard. 
 9. Create an alarm for the custom metric. 
 10. Describe current alarms. 
 11. Get current data for the new custom metric. 
 12. Push data into the custom metric to trigger the alarm. 
 13. Check the alarm state using the action DescribeAlarmsForMetric. 
 14. Get alarm history for the new alarm. 
 15. Add an anomaly detector for the custom metric. 
 16. Describe current anomaly detectors. 
 17. Get a metric image for the custom metric. 
 18. Clean up the Amazon CloudWatch resources. 
 */

val DASHES: String? = String(CharArray(80)).replace("\u0000", "-")
suspend fun main(args: Array<String>) { 
    val usage = """ 
        Usage: 
            <myDate> <costDateWeek> <dashboardName> <dashboardJson> <dashboardAdd> 
 <settings> <metricImage>   

        Where: 
            myDate - The start date to use to get metric statistics. (For example, 
 2023-01-11T18:35:24.00Z.)  
            costDateWeek - The start date to use to get AWS Billing and Cost 
 Management statistics. (For example, 2023-01-11T18:35:24.00Z.)  
            dashboardName - The name of the dashboard to create.  
            dashboardJson - The location of a JSON file to use to create a 
 dashboard. (See Readme file.)  
            dashboardAdd - The location of a JSON file to use to update a 
 dashboard. (See Readme file.)  
            settings - The location of a JSON file from which various values are 
 read. (See Readme file.)  
            metricImage - The location of a BMP file that is used to create a 
 graph.  
    """ 

    if (args.size != 7) { 
        println(usage) 
        System.exit(1) 
    } 

    val myDate = args[0] 
    val costDateWeek = args[1] 
    val dashboardName = args[2] 
    val dashboardJson = args[3] 
    val dashboardAdd = args[4] 
    val settings = args[5] 
    var metricImage = args[6] 
    val dataPoint = "10.0".toDouble() 
    val inOb = Scanner(System.`in`) 

    println(DASHES) 
    println("Welcome to the Amazon CloudWatch example scenario.") 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("1. List at least five available unique namespaces from Amazon 
 CloudWatch. Select a CloudWatch namespace from the list.") 
    val list: ArrayList<String> = listNameSpaces() 
    for (z in 0..4) { 
        println("    ${z + 1}. ${list[z]}") 
    } 
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    var selectedNamespace: String 
    var selectedMetrics = "" 
    var num = inOb.nextLine().toInt() 
    println("You selected $num") 

    if (1 <= num && num <= 5) { 
        selectedNamespace = list[num - 1] 
    } else { 
        println("You did not select a valid option.") 
        exitProcess(1) 
    } 
    println("You selected $selectedNamespace") 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("2. List available metrics within the selected namespace and select one 
 from the list.") 
    val metList = listMets(selectedNamespace) 
    for (z in 0..4) { 
        println("    ${ z + 1}. ${metList?.get(z)}") 
    } 
    num = inOb.nextLine().toInt() 
    if (1 <= num && num <= 5) { 
        selectedMetrics = metList!![num - 1] 
    } else { 
        println("You did not select a valid option.") 
        System.exit(1) 
    } 
    println("You selected $selectedMetrics") 
    val myDimension = getSpecificMet(selectedNamespace) 
    if (myDimension == null) { 
        println("Error - Dimension is null") 
        exitProcess(1) 
    } 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("3. Get statistics for the selected metric over the last day.") 
    val metricOption: String 
    val statTypes = ArrayList<String>() 
    statTypes.add("SampleCount") 
    statTypes.add("Average") 
    statTypes.add("Sum") 
    statTypes.add("Minimum") 
    statTypes.add("Maximum") 

    for (t in 0..4) { 
        println("    ${t + 1}. ${statTypes[t]}") 
    } 
    println("Select a metric statistic by entering a number from the preceding 
 list:") 
    num = inOb.nextLine().toInt() 
    if (1 <= num && num <= 5) { 
        metricOption = statTypes[num - 1] 
    } else { 
        println("You did not select a valid option.") 
        exitProcess(1) 
    } 
    println("You selected $metricOption") 
    getAndDisplayMetricStatistics(selectedNamespace, selectedMetrics, metricOption, 
 myDate, myDimension) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("4. Get CloudWatch estimated billing for the last week.") 
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    getMetricStatistics(costDateWeek) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("5. Create a new CloudWatch dashboard with metrics.") 
    createDashboardWithMetrics(dashboardName, dashboardJson) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("6. List dashboards using a paginator.") 
    listDashboards() 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("7. Create a new custom metric by adding data to it.") 
    createNewCustomMetric(dataPoint) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("8. Add an additional metric to the dashboard.") 
    addMetricToDashboard(dashboardAdd, dashboardName) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("9. Create an alarm for the custom metric.") 
    val alarmName: String = createAlarm(settings) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("10. Describe 10 current alarms.") 
    describeAlarms() 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("11. Get current data for the new custom metric.") 
    getCustomMetricData(settings) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("12. Push data into the custom metric to trigger the alarm.") 
    addMetricDataForAlarm(settings) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("13. Check the alarm state using the action DescribeAlarmsForMetric.") 
    checkForMetricAlarm(settings) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("14. Get alarm history for the new alarm.") 
    getAlarmHistory(settings, myDate) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("15. Add an anomaly detector for the custom metric.") 
    addAnomalyDetector(settings) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("16. Describe current anomaly detectors.") 
    describeAnomalyDetectors(settings) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("17. Get a metric image for the custom metric.") 
    getAndOpenMetricImage(metricImage) 
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    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("18. Clean up the Amazon CloudWatch resources.") 
    deleteDashboard(dashboardName) 
    deleteAlarm(alarmName) 
    deleteAnomalyDetector(settings) 
    println(DASHES) 

    println(DASHES) 
    println("The Amazon CloudWatch example scenario is complete.") 
    println(DASHES)
}

suspend fun deleteAnomalyDetector(fileName: String) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 

    val singleMetricAnomalyDetectorVal = SingleMetricAnomalyDetector { 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
        stat = "Maximum" 
    } 

    val request = DeleteAnomalyDetectorRequest { 
        singleMetricAnomalyDetector = singleMetricAnomalyDetectorVal 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.deleteAnomalyDetector(request) 
        println("Successfully deleted the Anomaly Detector.") 
    }
}

suspend fun deleteAlarm(alarmNameVal: String) { 
    val request = DeleteAlarmsRequest { 
        alarmNames = listOf(alarmNameVal) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.deleteAlarms(request) 
        println("Successfully deleted alarm $alarmNameVal") 
    }
}

suspend fun deleteDashboard(dashboardName: String) { 
    val dashboardsRequest = DeleteDashboardsRequest { 
        dashboardNames = listOf(dashboardName) 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.deleteDashboards(dashboardsRequest) 
        println("$dashboardName was successfully deleted.") 
    }
}

suspend fun getAndOpenMetricImage(fileName: String) { 
    println("Getting Image data for custom metric.") 
    val myJSON = """{ 
        "title": "Example Metric Graph", 
        "view": "timeSeries", 
        "stacked ": false, 
        "period": 10, 
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        "width": 1400, 
        "height": 600, 
        "metrics": [ 
            [ 
            "AWS/Billing", 
            "EstimatedCharges", 
            "Currency", 
            "USD" 
            ] 
        ] 
        }""" 

    val imageRequest = GetMetricWidgetImageRequest { 
        metricWidget = myJSON 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.getMetricWidgetImage(imageRequest) 
        val bytes = response.metricWidgetImage 
        if (bytes != null) { 
            File(fileName).writeBytes(bytes) 
        } 
    } 
    println("You have successfully written data to $fileName")
}

suspend fun describeAnomalyDetectors(fileName: String) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 

    val detectorsRequest = DescribeAnomalyDetectorsRequest { 
        maxResults = 10 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.describeAnomalyDetectors(detectorsRequest) 
        response.anomalyDetectors?.forEach { detector -> 
            println("Metric name: 
 ${detector.singleMetricAnomalyDetector?.metricName}") 
            println("State: ${detector.stateValue}") 
        } 
    }
}

suspend fun addAnomalyDetector(fileName: String?) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 

    val singleMetricAnomalyDetectorVal = SingleMetricAnomalyDetector { 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
        stat = "Maximum" 
    } 

    val anomalyDetectorRequest = PutAnomalyDetectorRequest { 
        singleMetricAnomalyDetector = singleMetricAnomalyDetectorVal 
    } 
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    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.putAnomalyDetector(anomalyDetectorRequest) 
        println("Added anomaly detector for metric $customMetricName.") 
    }
}

suspend fun getAlarmHistory(fileName: String, date: String) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val alarmNameVal = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText() 
    val start = Instant.parse(date) 
    val endDateVal = Instant.now() 

    val historyRequest = DescribeAlarmHistoryRequest { 
        startDate = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(start) 
        endDate = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(endDateVal) 
        alarmName = alarmNameVal 
        historyItemType = HistoryItemType.Action 
    } 

    CloudWatchClient { credentialsProvider = EnvironmentCredentialsProvider(); 
 region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.describeAlarmHistory(historyRequest) 
        val historyItems = response.alarmHistoryItems 
        if (historyItems != null) { 
            if (historyItems.isEmpty()) { 
                println("No alarm history data found for $alarmNameVal.") 
            } else { 
                for (item in historyItems) { 
                    println("History summary ${item.historySummary}") 
                    println("Time stamp: ${item.timestamp}") 
                } 
            } 
        } 
    }
}

suspend fun checkForMetricAlarm(fileName: String?) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 
    var hasAlarm = false 
    var retries = 10 

    val metricRequest = DescribeAlarmsForMetricRequest { 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        while (!hasAlarm && retries > 0) { 
            val response = cwClient.describeAlarmsForMetric(metricRequest) 
            if (response.metricAlarms?.count()!! > 0) { 
                hasAlarm = true 
            } 
            retries-- 
            delay(20000) 
            println(".") 
        } 
        if (!hasAlarm) println("No Alarm state found for $customMetricName after 10 
 retries.") else println("Alarm state found for $customMetricName.") 
    }
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}

suspend fun addMetricDataForAlarm(fileName: String?) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 

    // Set an Instant object. 
    val time = 
 ZonedDateTime.now(ZoneOffset.UTC).format(DateTimeFormatter.ISO_INSTANT) 
    val instant = Instant.parse(time) 
    val datum = MetricDatum { 
        metricName = customMetricName 
        unit = StandardUnit.None 
        value = 1001.00 
        timestamp = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(instant) 
    } 

    val datum2 = MetricDatum { 
        metricName = customMetricName 
        unit = StandardUnit.None 
        value = 1002.00 
        timestamp = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(instant) 
    } 

    val metricDataList = ArrayList<MetricDatum>() 
    metricDataList.add(datum) 
    metricDataList.add(datum2) 

    val request = PutMetricDataRequest { 
        namespace = customMetricNamespace 
        metricData = metricDataList 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.putMetricData(request) 
        println("Added metric values for for metric $customMetricName") 
    }
}

suspend fun getCustomMetricData(fileName: String) { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode = ObjectMapper().readTree<JsonNode>(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 

    // Set the date. 
    val nowDate = Instant.now() 
    val hours: Long = 1 
    val minutes: Long = 30 
    val date2 = nowDate.plus(hours, ChronoUnit.HOURS).plus( 
        minutes, 
        ChronoUnit.MINUTES 
    ) 

    val met = Metric { 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
    } 

    val metStat = MetricStat { 
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        stat = "Maximum" 
        period = 1 
        metric = met 
    } 

    val dataQUery = MetricDataQuery { 
        metricStat = metStat 
        id = "foo2" 
        returnData = true 
    } 

    val dq = ArrayList<MetricDataQuery>() 
    dq.add(dataQUery) 
    val getMetReq = GetMetricDataRequest { 
        maxDatapoints = 10 
        scanBy = ScanBy.TimestampDescending 
        startTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(nowDate) 
        endTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(date2) 
        metricDataQueries = dq 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.getMetricData(getMetReq) 
        response.metricDataResults?.forEach { item -> 
            println("The label is ${item.label}") 
            println("The status code is ${item.statusCode}") 
        } 
    }
}

suspend fun describeAlarms() { 
    val typeList = ArrayList<AlarmType>() 
    typeList.add(AlarmType.MetricAlarm) 
    val alarmsRequest = DescribeAlarmsRequest { 
        alarmTypes = typeList 
        maxRecords = 10 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.describeAlarms(alarmsRequest) 
        response.metricAlarms?.forEach { alarm -> 
            println("Alarm name: ${alarm.alarmName}") 
            println("Alarm description: ${alarm.alarmDescription}") 
        } 
    }
}

suspend fun createAlarm(fileName: String): String { 
    // Read values from the JSON file. 
    val parser = JsonFactory().createParser(File(fileName)) 
    val rootNode: JsonNode = ObjectMapper().readTree(parser) 
    val customMetricNamespace = 
 rootNode.findValue("customMetricNamespace").asText() 
    val customMetricName = rootNode.findValue("customMetricName").asText() 
    val alarmNameVal = rootNode.findValue("exampleAlarmName").asText() 
    val emailTopic = rootNode.findValue("emailTopic").asText() 
    val accountId = rootNode.findValue("accountId").asText() 
    val region2 = rootNode.findValue("region").asText() 

    // Create a List for alarm actions. 
    val alarmActionObs: MutableList<String> = ArrayList() 
    alarmActionObs.add("arn:aws:sns:$region2:$accountId:$emailTopic") 
    val alarmRequest = PutMetricAlarmRequest { 
        alarmActions = alarmActionObs 
        alarmDescription = "Example metric alarm" 
        alarmName = alarmNameVal 
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        comparisonOperator = ComparisonOperator.GreaterThanOrEqualToThreshold 
        threshold = 100.00 
        metricName = customMetricName 
        namespace = customMetricNamespace 
        evaluationPeriods = 1 
        period = 10 
        statistic = Statistic.Maximum 
        datapointsToAlarm = 1 
        treatMissingData = "ignore" 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.putMetricAlarm(alarmRequest) 
        println("$alarmNameVal was successfully created!") 
        return alarmNameVal 
    }
}

suspend fun addMetricToDashboard(fileNameVal: String, dashboardNameVal: String) { 
    val dashboardRequest = PutDashboardRequest { 
        dashboardName = dashboardNameVal 
        dashboardBody = readFileAsString(fileNameVal) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.putDashboard(dashboardRequest) 
        println("$dashboardNameVal was successfully updated.") 
    }
}

suspend fun createNewCustomMetric(dataPoint: Double) { 
    val dimension = Dimension { 
        name = "UNIQUE_PAGES" 
        value = "URLS" 
    } 

    // Set an Instant object. 
    val time = 
 ZonedDateTime.now(ZoneOffset.UTC).format(DateTimeFormatter.ISO_INSTANT) 
    val instant = Instant.parse(time) 
    val datum = MetricDatum { 
        metricName = "PAGES_VISITED" 
        unit = StandardUnit.None 
        value = dataPoint 
        timestamp = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(instant) 
        dimensions = listOf(dimension) 
    } 

    val request = PutMetricDataRequest { 
        namespace = "SITE/TRAFFIC" 
        metricData = listOf(datum) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.putMetricData(request) 
        println("Added metric values for for metric PAGES_VISITED") 
    }
}

suspend fun listDashboards() { 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        cwClient.listDashboardsPaginated({}) 
            .transform { it.dashboardEntries?.forEach { obj -> emit(obj) } } 
            .collect { obj -> 
                println("Name is ${obj.dashboardName}") 
                println("Dashboard ARN is ${obj.dashboardArn}") 
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            } 
    }
}

suspend fun createDashboardWithMetrics(dashboardNameVal: String, fileNameVal: 
 String) { 
    val dashboardRequest = PutDashboardRequest { 
        dashboardName = dashboardNameVal 
        dashboardBody = readFileAsString(fileNameVal) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.putDashboard(dashboardRequest) 
        println("$dashboardNameVal was successfully created.") 
        val messages = response.dashboardValidationMessages 
        if (messages != null) { 
            if (messages.isEmpty()) { 
                println("There are no messages in the new Dashboard") 
            } else { 
                for (message in messages) { 
                    println("Message is: ${message.message}") 
                } 
            } 
        } 
    }
}

fun readFileAsString(file: String): String { 
    return String(Files.readAllBytes(Paths.get(file)))
}

suspend fun getMetricStatistics(costDateWeek: String?) { 
    val start = Instant.parse(costDateWeek) 
    val endDate = Instant.now() 
    val dimension = Dimension { 
        name = "Currency" 
        value = "USD" 
    } 

    val dimensionList: MutableList<Dimension> = ArrayList() 
    dimensionList.add(dimension) 

    val statisticsRequest = GetMetricStatisticsRequest { 
        metricName = "EstimatedCharges" 
        namespace = "AWS/Billing" 
        dimensions = dimensionList 
        statistics = listOf(Statistic.Maximum) 
        startTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(start) 
        endTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(endDate) 
        period = 86400 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.getMetricStatistics(statisticsRequest) 
        val data: List<Datapoint>? = response.datapoints 
        if (data != null) { 
            if (!data.isEmpty()) { 
                for (datapoint in data) { 
                    println("Timestamp:  ${datapoint.timestamp} Maximum value: 
 ${datapoint.maximum}") 
                } 
            } else { 
                println("The returned data list is empty") 
            } 
        } 
    }
}
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suspend fun getAndDisplayMetricStatistics(nameSpaceVal: String, metVal: String, 
 metricOption: String, date: String, myDimension: Dimension) { 
    val start = Instant.parse(date) 
    val endDate = Instant.now() 
    val statisticsRequest = GetMetricStatisticsRequest { 
        endTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(endDate) 
        startTime = aws.smithy.kotlin.runtime.time.Instant(start) 
        dimensions = listOf(myDimension) 
        metricName = metVal 
        namespace = nameSpaceVal 
        period = 86400 
        statistics = listOf(Statistic.fromValue(metricOption)) 
    } 

    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.getMetricStatistics(statisticsRequest) 
        val data = response.datapoints 
        if (data != null) { 
            if (data.isNotEmpty()) { 
                for (datapoint in data) { 
                    println("Timestamp: ${datapoint.timestamp} Maximum value: 
 ${datapoint.maximum}") 
                } 
            } else { 
                println("The returned data list is empty") 
            } 
        } 
    }
}

suspend fun listMets(namespaceVal: String?): ArrayList<String>? { 
    val metList = ArrayList<String>() 
    val request = ListMetricsRequest { 
        namespace = namespaceVal 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val reponse = cwClient.listMetrics(request) 
        reponse.metrics?.forEach { metrics -> 
            val data = metrics.metricName 
            if (!metList.contains(data)) { 
                metList.add(data!!) 
            } 
        } 
    } 
    return metList
}

suspend fun getSpecificMet(namespaceVal: String?): Dimension? { 
    val request = ListMetricsRequest { 
        namespace = namespaceVal 
    } 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.listMetrics(request) 
        val myList = response.metrics 
        if (myList != null) { 
            return myList[0].dimensions?.get(0) 
        } 
    } 
    return null
}

suspend fun listNameSpaces(): ArrayList<String> { 
    val nameSpaceList = ArrayList<String>() 
    CloudWatchClient { region = "us-east-1" }.use { cwClient -> 
        val response = cwClient.listMetrics(ListMetricsRequest {}) 
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        response.metrics?.forEach { metrics -> 
            val data = metrics.namespace 
            if (!nameSpaceList.contains(data)) { 
                nameSpaceList.add(data!!) 
            } 
        } 
    } 
    return nameSpaceList
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• DeleteAlarms
• DeleteAnomalyDetector
• DeleteDashboards
• DescribeAlarmHistory
• DescribeAlarms
• DescribeAlarmsForMetric
• DescribeAnomalyDetectors
• GetMetricData
• GetMetricStatistics
• GetMetricWidgetImage
• ListMetrics
• PutAnomalyDetector
• PutDashboard
• PutMetricAlarm
• PutMetricData

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。

AWS SDK により CloudWatch メトリクスとアラーム
を管理する
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• アラームを作成して CloudWatch メトリクスを監視します。
• メトリクスにデータを配置し、アラームをトリガーします。
• アラームからデータを取得します。
• アラームを削除します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。完全な例を見つけて、AWS コード例リポ
ジトリでの設定と実行の方法を確認してください。
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CloudWatch オペレーションをラップするクラスを作成します。

from datetime import datetime, timedelta
import logging
from pprint import pprint
import random
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class CloudWatchWrapper: 
    """Encapsulates Amazon CloudWatch functions.""" 
    def __init__(self, cloudwatch_resource): 
        """ 
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource. 
        """ 
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource 

    def put_metric_data_set(self, namespace, name, timestamp, unit, data_set): 
        """ 
        Sends a set of data to CloudWatch for a metric. All of the data in the set 
        have the same timestamp and unit. 

        :param namespace: The namespace of the metric. 
        :param name: The name of the metric. 
        :param timestamp: The UTC timestamp for the metric. 
        :param unit: The unit of the metric. 
        :param data_set: The set of data to send. This set is a dictionary that 
                         contains a list of values and a list of corresponding 
 counts. 
                         The value and count lists must be the same length. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(namespace, name) 
            metric.put_data( 
                Namespace=namespace, 
                MetricData=[{ 
                    'MetricName': name, 
                    'Timestamp': timestamp, 
                    'Values': data_set['values'], 
                    'Counts': data_set['counts'], 
                    'Unit': unit}]) 
            logger.info("Put data set for metric %s.%s.", namespace, name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't put data set for metric %s.%s.", namespace, 
 name) 
            raise 

    def create_metric_alarm( 
            self, metric_namespace, metric_name, alarm_name, stat_type, period, 
            eval_periods, threshold, comparison_op): 
        """ 
        Creates an alarm that watches a metric. 

        :param metric_namespace: The namespace of the metric. 
        :param metric_name: The name of the metric. 
        :param alarm_name: The name of the alarm. 
        :param stat_type: The type of statistic the alarm watches. 
        :param period: The period in which metric data are grouped to calculate 
                       statistics. 
        :param eval_periods: The number of periods that the metric must be over the 
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                             alarm threshold before the alarm is set into an 
 alarmed 
                             state. 
        :param threshold: The threshold value to compare against the metric 
 statistic. 
        :param comparison_op: The comparison operation used to compare the 
 threshold 
                              against the metric. 
        :return: The newly created alarm. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(metric_namespace, metric_name) 
            alarm = metric.put_alarm( 
                AlarmName=alarm_name, 
                Statistic=stat_type, 
                Period=period, 
                EvaluationPeriods=eval_periods, 
                Threshold=threshold, 
                ComparisonOperator=comparison_op) 
            logger.info( 
                "Added alarm %s to track metric %s.%s.", alarm_name, 
 metric_namespace, 
                metric_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't add alarm %s to metric %s.%s", alarm_name, 
 metric_namespace, 
                metric_name) 
            raise 
        else: 
            return alarm 

    def put_metric_data(self, namespace, name, value, unit): 
        """ 
        Sends a single data value to CloudWatch for a metric. This metric is given 
        a timestamp of the current UTC time. 

        :param namespace: The namespace of the metric. 
        :param name: The name of the metric. 
        :param value: The value of the metric. 
        :param unit: The unit of the metric. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(namespace, name) 
            metric.put_data( 
                Namespace=namespace, 
                MetricData=[{ 
                    'MetricName': name, 
                    'Value': value, 
                    'Unit': unit 
                }] 
            ) 
            logger.info("Put data for metric %s.%s", namespace, name) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't put data for metric %s.%s", namespace, name) 
            raise 

    def get_metric_statistics(self, namespace, name, start, end, period, 
 stat_types): 
        """ 
        Gets statistics for a metric within a specified time span. Metrics are 
 grouped 
        into the specified period. 

        :param namespace: The namespace of the metric. 
        :param name: The name of the metric. 
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        :param start: The UTC start time of the time span to retrieve. 
        :param end: The UTC end time of the time span to retrieve. 
        :param period: The period, in seconds, in which to group metrics. The 
 period 
                       must match the granularity of the metric, which depends on 
                       the metric's age. For example, metrics that are older than 
                       three hours have a one-minute granularity, so the period 
 must 
                       be at least 60 and must be a multiple of 60. 
        :param stat_types: The type of statistics to retrieve, such as average 
 value 
                           or maximum value. 
        :return: The retrieved statistics for the metric. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(namespace, name) 
            stats = metric.get_statistics( 
                StartTime=start, EndTime=end, Period=period, Statistics=stat_types) 
            logger.info( 
                "Got %s statistics for %s.", len(stats['Datapoints']), 
 stats['Label']) 
        except ClientError: 
            logger.exception("Couldn't get statistics for %s.%s.", namespace, name) 
            raise 
        else: 
            return stats 

    def get_metric_alarms(self, metric_namespace, metric_name): 
        """ 
        Gets the alarms that are currently watching the specified metric. 

        :param metric_namespace: The namespace of the metric. 
        :param metric_name: The name of the metric. 
        :returns: An iterator that yields the alarms. 
        """ 
        metric = self.cloudwatch_resource.Metric(metric_namespace, metric_name) 
        alarm_iter = metric.alarms.all() 
        logger.info("Got alarms for metric %s.%s.", metric_namespace, metric_name) 
        return alarm_iter 

    def delete_metric_alarms(self, metric_namespace, metric_name): 
        """ 
        Deletes all of the alarms that are currently watching the specified metric. 

        :param metric_namespace: The namespace of the metric. 
        :param metric_name: The name of the metric. 
        """ 
        try: 
            metric = self.cloudwatch_resource.Metric(metric_namespace, metric_name) 
            metric.alarms.delete() 
            logger.info( 
                "Deleted alarms for metric %s.%s.", metric_namespace, metric_name) 
        except ClientError: 
            logger.exception( 
                "Couldn't delete alarms for metric %s.%s.", metric_namespace, 
                metric_name) 
            raise

このラッパークラスを使用して、メトリクスにデータを配置し、メトリクスを監視するアラーム
をトリガーし、そのアラームからデータを取得します。

def usage_demo(): 
    print('-'*88) 
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    print("Welcome to the Amazon CloudWatch metrics and alarms demo!") 
    print('-'*88) 

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 

    cw_wrapper = CloudWatchWrapper(boto3.resource('cloudwatch')) 

    minutes = 20 
    metric_namespace = 'doc-example-metric' 
    metric_name = 'page_views' 
    start = datetime.utcnow() - timedelta(minutes=minutes) 
    print(f"Putting data into metric {metric_namespace}.{metric_name} spanning the 
 " 
          f"last {minutes} minutes.") 
    for offset in range(0, minutes): 
        stamp = start + timedelta(minutes=offset) 
        cw_wrapper.put_metric_data_set( 
            metric_namespace, metric_name, stamp, 'Count', { 
                'values': [ 
                    random.randint(bound, bound * 2) 
                    for bound in range(offset + 1, offset + 11)], 
                'counts': [random.randint(1, offset + 1) for _ in range(10)] 
            }) 

    alarm_name = 'high_page_views' 
    period = 60 
    eval_periods = 2 
    print(f"Creating alarm {alarm_name} for metric {metric_name}.") 
    alarm = cw_wrapper.create_metric_alarm( 
        metric_namespace, metric_name, alarm_name, 'Maximum', period, eval_periods, 
        100, 'GreaterThanThreshold') 
    print(f"Alarm ARN is {alarm.alarm_arn}.") 
    print(f"Current alarm state is: {alarm.state_value}.") 

    print(f"Sending data to trigger the alarm. This requires data over the 
 threshold " 
          f"for {eval_periods} periods of {period} seconds each.") 
    while alarm.state_value == 'INSUFFICIENT_DATA': 
        print("Sending data for the metric.") 
        cw_wrapper.put_metric_data( 
            metric_namespace, metric_name, random.randint(100, 200), 'Count') 
        alarm.load() 
        print(f"Current alarm state is: {alarm.state_value}.") 
        if alarm.state_value == 'INSUFFICIENT_DATA': 
            print(f"Waiting for {period} seconds...") 
            time.sleep(period) 
        else: 
            print("Wait for a minute for eventual consistency of metric data.") 
            time.sleep(period) 
            if alarm.state_value == 'OK': 
                alarm.load() 
                print(f"Current alarm state is: {alarm.state_value}.") 

    print(f"Getting data for metric {metric_namespace}.{metric_name} during 
 timespan " 
          f"of {start} to {datetime.utcnow()} (times are UTC).") 
    stats = cw_wrapper.get_metric_statistics( 
        metric_namespace, metric_name, start, datetime.utcnow(), 60, 
        ['Average', 'Minimum', 'Maximum']) 
    print(f"Got {len(stats['Datapoints'])} data points for metric " 
          f"{metric_namespace}.{metric_name}.") 
    pprint(sorted(stats['Datapoints'], key=lambda x: x['Timestamp'])) 

    print(f"Getting alarms for metric {metric_name}.") 
    alarms = cw_wrapper.get_metric_alarms(metric_namespace, metric_name) 
    for alarm in alarms: 
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        print(f"Alarm {alarm.name} is currently in state {alarm.state_value}.") 

    print(f"Deleting alarms for metric {metric_name}.") 
    cw_wrapper.delete_metric_alarms(metric_namespace, metric_name) 

    print("Thanks for watching!") 
    print('-'*88)

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• DeleteAlarms
• DescribeAlarmsForMetric
• DisableAlarmActions
• EnableAlarmActions
• GetMetricStatistics
• ListMetrics
• PutMetricAlarm
• PutMetricData

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK で CloudWatch を使
用する (p. 1034)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK 
バージョンの詳細も含まれています。
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Amazon CloudWatch 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 の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように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から利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様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 の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。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監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。CloudWatch に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、
「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS 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 – お客様の責任範囲は、ご使用の 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、企業の要件、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、Amazon CloudWatch を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役
立ちます。ここでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を満たすように Amazon CloudWatch を設
定する方法について説明します。また、CloudWatch リソースのモニタリングや保護に他の AWS サービス
を利用する方法についても説明します。

内容
• Amazon CloudWatch におけるデータ保護 (p. 1165)
• Amazon CloudWatch 用 Identity and Access Management (p. 1166)
• Amazon CloudWatch のコンプライアンス検証 (p. 1241)
• Amazon CloudWatch の耐障害性 (p. 1242)
• Amazon CloudWatch のインフラストラクチャセキュリティ (p. 1242)
• AWS Security Hub (p. 1243)
• インターフェイス VPC エンドポイントでの CloudWatch および CloudWatch Synthetics の使

用 (p. 1243)
• Synthetics Canary のセキュリティ上の考慮事項 (p. 1247)

Amazon CloudWatch におけるデータ保護
AWS 責任共有モデルは、Amazon CloudWatch のデータ保護に適用されます。このモデルで説明されてい
るように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任
を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する
責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが
含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照して
ください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共
有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。
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• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が最低必要であり、TLS 1.3 をお勧めしま

す。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• 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。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK 
を使用して、CloudWatch またはその他の AWS のサービスを使用する場合も含まれます。名前に使用す
る自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合がありま
す。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を 
URL に含めないことを強くお勧めします。

転送中の暗号化
は、転送中のデータのエンドツーエンドの暗号化を使用します。

Amazon CloudWatch 用 Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインインを許可) し、誰に CloudWatch 
リソースの使用を許可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用でき
る AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 1167)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 1167)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 1170)
• Amazon CloudWatch と IAM の連携方法 (p. 1171)
• Amazon CloudWatch のリソースベースのポリシーの例 (p. 1176)
• Amazon CloudWatch のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 1176)
• Amazon CloudWatch のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 1180)
• CloudWatch ダッシュボード許可の更新 (p. 1181)
• AWSCloudWatch の マネージド (事前定義) ポリシー (p. 1182)
• お客様が管理するポリシーの例 (p. 1197)
• CloudWatch の AWS マネージドポリシーへの更新 (p. 1199)
• 条件キーを使用した CloudWatch 名前空間へのアクセスの制限 (p. 1205)
• Contributor Insights のユーザーのロググループへのアクセスを制限するための条件キーの使

用 (p. 1206)
• アラームアクションを制限するための条件キーの使用 (p. 1207)
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• CloudWatch のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1208)
• CloudWatch RUM のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1213)
• CloudWatch Application Insights のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1217)
• Amazon CloudWatch Application Insights の AWS マネージドポリシー (p. 1225)
• Amazon CloudWatch の許可リファレンス (p. 1232)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、CloudWatch で行う作業によって異なりま
す。

サービスユーザー – ジョブを実行するために CloudWatch サービスを使用する場合は、管理者から必要
な認証情報とアクセス許可が与えられます。作業を実行するためにさらに多くの CloudWatch 機能を使用
する場合、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管
理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。CloudWatch の機能にアクセスできない場合は、
「Amazon CloudWatch のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 1180)」を参照して
ください。

サービス管理者 - 社内の CloudWatch リソースを担当している管理者は、通常、CloudWatch にフルアク
セスできます。サービスユーザーが CloudWatch のどの機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管
理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要
があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。CloudWatch で IAM を
どのように自社で利用できるかの詳細については、「IAM と Amazon CloudWatch Internet Monitor の連
携 (p. 280)」を参照してください。

IAM 管理者 - IAM 管理者は、CloudWatch へのアクセスを管理するポリシーの詳しい作成方法について確
認する場合があります。IAM で使用できる CloudWatch アイデンティティベースのポリシー例について
は、「Amazon CloudWatch のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 1176)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
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ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
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Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリ
シーでアクションに他の依存アクションを追加する必要があるかどうかを確認するには、「サービス
認証リファレンス」の「Amazon CloudWatch のアクション、リソース、および条件キー」を参照し
てください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス 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。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。
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ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。
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その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon CloudWatch と IAM の連携方法
IAM を使用して CloudWatch へのアクセスを管理する前に、CloudWatch で利用できる IAM の機能を確認
してください。

Amazon CloudWatch で利用できる IAM の機能

IAM 機能 CloudWatch サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 1172) はい

リソースベースのポリシー (p. 1172) いいえ

ポリシーアクション (p. 1173) はい

ポリシーリソース (p. 1173) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 1174) はい

ACL (p. 1174) いいえ
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IAM 機能 CloudWatch サポート

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 1174) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 1175) はい

プリンシパル許可 (p. 1175) はい

サービスロール (p. 1175) はい

サービスにリンクされたロール (p. 284) いいえ

大部分の IAM 機能が CloudWatch やその他の AWS サービスとどのように連携するかの概要について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。

CloudWatch のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

CloudWatch のアイデンティティベースのポリシー例

CloudWatch のアイデンティティベースのポリシー例については、「Amazon CloudWatch のアイデンティ
ティベースのポリシー例 (p. 1176)」を参照してください。

CloudWatch 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
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を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

CloudWatch のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

CloudWatch アクションのリストを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon 
CloudWatch で定義されるアクション」を参照してください。

CloudWatch のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

cloudwatch

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "cloudwatch:action1", 
      "cloudwatch:action2" 
         ]

CloudWatch のアイデンティティベースのポリシー例については、「Amazon CloudWatch のアイデンティ
ティベースのポリシー例 (p. 1176)」を参照してください。

CloudWatch のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。
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"Resource": "*"

CloudWatch リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認証リファレンス」の
「Amazon CloudWatch で定義されるリソースタイプ」を参照してください。どのアクションで各リソー
スの ARN を指定できるかについては、「Amazon CloudWatch で定義されるアクション」を参照してくだ
さい。

CloudWatch のアイデンティティベースのポリシー例については、「Amazon CloudWatch のアイデンティ
ティベースのポリシー例 (p. 1176)」を参照してください。

CloudWatch のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してく
ださい。

CloudWatch の条件キーのリストを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon 
CloudWatch の条件キー」を参照してください。どのアクションやリソースで条件キーを使用できるかに
ついては、「Amazon CloudWatch で定義されるアクション」を参照してください。

CloudWatch のアイデンティティベースのポリシー例については、「Amazon CloudWatch のアイデンティ
ティベースのポリシー例 (p. 1176)」を参照してください。

CloudWatch の ACL

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

CloudWatch での ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的
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属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

CloudWatch での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

CloudWatch のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリシーでアクションに他の依存アクションを追加
する必要があるかどうかを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon CloudWatch のア
クション、リソース、および条件キー」を参照してください。

CloudWatch のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい
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サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス 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。

Warning

サービスロールのアクセス許可を変更すると、CloudWatch の機能が破損する可能性がありま
す。CloudWatch が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

Amazon CloudWatch のリソースベースのポリシーの
例
######を作成する方法については、「ADD XREF TO YOUR DOCS HERE」を参照してください。

トピック
• 特定の IP アドレスへの Amazon S3 バケットアクセスの制限 (p. 1176)

特定の IP アドレスへの Amazon S3 バケットアクセスの制限
次の例は、指定したバケット内のオブジェクトに対して任意の Amazon S3 オペレーションを実行するた
めのアクセス許可をユーザーに付与します。ただし、リクエストは条件で指定された IP アドレス範囲から
のリクエストである必要があります。

このステートメントの条件では、54.240.143.* の範囲のインターネットプロトコルバージョン 4 (IPv4) IP 
アドレスが許可されています。ただし、54.240.143.188 を除きます。

Condition ブロックでは、IpAddress および NotIpAddress 条件と、aws:SourceIp 条件キーが使用
されています。これは AWS 全体を対象とする条件キーです。これらの条件キーの詳細については、「ポ
リシーでの条件の指定」を参照してください。aws:sourceIpIPv4 値は標準の CIDR 表記を使用します。
詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「IP アドレス条件演算子」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "S3PolicyId1", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "IPAllow", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket/*", 
      "Condition": { 
         "IpAddress": {"aws:SourceIp": "54.240.143.0/24"}, 
         "NotIpAddress": {"aws:SourceIp": "54.240.143.188/32"}  
      }  
    }  
  ]
}

Amazon CloudWatch のアイデンティティベースのポ
リシー例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、CloudWatch リソースを作成または変更するアクセス許可
がありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを
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実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロー
ルに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

CloudWatch が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細に
ついては、「サービス認証リファレンス」の「Amazon CloudWatch のアクション、リソース、および条
件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 1177)
• CloudWatch コンソールの使用 (p. 1177)

ポリシーのベストプラクティス
アイデンティティベースのポリシーは、アカウント内で、CloudWatch リソースを作成、アクセス、また
は削除できるかどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が
発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下
のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

CloudWatch コンソールの使用
Amazon CloudWatch コンソールにアクセスするには、最小限のアクセス許可が必要です。これらのアク
セス許可により、AWS アカウント の CloudWatch リソースの詳細を一覧表示できます。最小限必要な許
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可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティ
ティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーとロールが引き続き CloudWatch コンソールを使用できるようにするには、エンティティに 
CloudWatch ConsoleAccess または ReadOnly AWS マネージドポリシーもアタッチします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

CloudWatch コンソールへのアクセス許可

CloudWatch コンソールを使用して作業するのに必要なフルセットのアクセス許可は以下に記載されてい
ます。これらの許可があれば、CloudWatch コンソールへの書き込みおよび読み取りのフルアクセスが可
能になります。

• application-autoscaling:DescribeScalingPolicies
• autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
• autoscaling:DescribePolicies
• cloudtrail:DescribeTrails
• cloudwatch:DeleteAlarms
• cloudwatch:DescribeAlarmHistory
• cloudwatch:DescribeAlarms
• cloudwatch:GetMetricData
• cloudwatch:GetMetricStatistics
• cloudwatch:ListMetrics
• cloudwatch:PutMetricAlarm
• cloudwatch:PutMetricData
• ec2:DescribeInstances
• ec2:DescribeTags
• ec2:DescribeVolumes
• es:DescribeElasticsearchDomain
• es:ListDomainNames
• events:DeleteRule
• events:DescribeRule
• events:DisableRule
• events:EnableRule
• events:ListRules
• events:PutRule
• iam:AttachRolePolicy
• iam:CreateRole
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetRole
• iam:ListAttachedRolePolicies
• iam:ListRoles
• kinesis:DescribeStream
• kinesis:ListStreams

1178

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_change-permissions.html#users_change_permissions-add-console


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

• lambda:AddPermission
• lambda:CreateFunction
• lambda:GetFunctionConfiguration
• lambda:ListAliases
• lambda:ListFunctions
• lambda:ListVersionsByFunction
• lambda:RemovePermission
• logs:CancelExportTask
• logs:CreateExportTask
• logs:CreateLogGroup
• logs:CreateLogStream
• logs:DeleteLogGroup
• logs:DeleteLogStream
• logs:DeleteMetricFilter
• logs:DeleteRetentionPolicy
• logs:DeleteSubscriptionFilter
• logs:DescribeExportTasks
• logs:DescribeLogGroups
• logs:DescribeLogStreams
• logs:DescribeMetricFilters
• logs:DescribeQueries
• logs:DescribeSubscriptionFilters
• logs:FilterLogEvents
• logs:GetLogGroupFields
• logs:GetLogRecord
• logs:GetLogEvents
• logs:GetQueryResults
• logs:PutMetricFilter
• logs:PutRetentionPolicy
• logs:PutSubscriptionFilter
• logs:StartQuery
• logs:StopQuery
• logs:TestMetricFilter
• s3:CreateBucket
• s3:ListBucket
• sns:CreateTopic
• sns:GetTopicAttributes
• sns:ListSubscriptions
• sns:ListTopics
• sns:SetTopicAttributes
• sns:Subscribe
• sns:Unsubscribe
• sqs:GetQueueAttributes
• sqs:GetQueueUrl
• sqs:ListQueues
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• sqs:SetQueueAttributes
• swf:CreateAction
• swf:DescribeAction
• swf:ListActionTemplates
• swf:RegisterAction
• swf:RegisterDomain
• swf:UpdateAction

さらに、ServiceLens でサービスマップを表示する場合は、AWSXrayReadOnlyAccess が必要です

Amazon CloudWatch のアイデンティティとアクセス
のトラブルシューティング
以下の情報は、CloudWatch と IAM の使用時に発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ち
ます。

トピック
• CloudWatch でアクションを実行する権限がない (p. 1180)
• iam:PassRole を実行する権限がありません (p. 1180)
• 自分の AWS アカウント 外のユーザーに CloudWatch リソースへのアクセスを許可したい (p. 1181)

CloudWatch でアクションを実行する権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な cloudwatch:GetWidget
アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 cloudwatch:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、cloudwatch:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセ
スを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam:PassRole を実行する権限がありません
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
CloudWatch にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例に示すエラーは、marymajor という名前の IAM ユーザーがコンソールを使用して CloudWatch 
でアクションを実行しようとした場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するに
は、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可が
ありません。
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の AWS アカウント 外のユーザーに CloudWatch リソースへ
のアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• CloudWatch でこれらの機能がサポートされているかどうかを確認するには、「IAM と Amazon 
CloudWatch Internet Monitor の連携 (p. 280)」を参照してください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

CloudWatch ダッシュボード許可の更新
2018 年 5 月 1 日に、AWS は CloudWatch ダッシュボードにアクセスするために必要な許可を変更しまし
た。CloudWatch コンソールでダッシュボードにアクセスするには、ダッシュボード API オペレーション
をサポートするために 2017 年に導入された新しいアクセス許可が必要になりました。

• [cloudwatch:GetDashboard]
• [cloudwatch:ListDashboards]
• [cloudwatch:PutDashboard]
• [cloudwatch:DeleteDashboards]

CloudWatch ダッシュボードにアクセスするには、次のいずれかが必要です。

• [AdministratorAccess] ポリシー。
• [CloudWatchFullAccess] ポリシー。
• これらの特定のアクセス許可の 1 つ以上を含むカスタムポリシー。

• ダッシュボードを表示できるようにするには cloudwatch:GetDashboard と
cloudwatch:ListDashboards｡

• ダッシュボードを作成または変更できるようにするには cloudwatch:PutDashboard｡
• cloudwatch:DeleteDashboardsダッシュボードを削除できるようにするには ｡
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ポリシーを使用して IAM ユーザーのアクセス許可を変更する方法の詳細については、「IAM ユーザーのア
クセス許可の変更」を参照してください。

CloudWatch のアクセス許可の詳細については、「Amazon CloudWatch の許可リファレンス (p. 1232)」
を参照してください。

ダッシュボード API オペレーションの詳細については、Amazon CloudWatch API リファレンスの
「PutDashboard」を参照してください。

AWSCloudWatch の マネージド (事前定義) ポリシー
AWS は、 によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの一般的
ユースケースに対応します。AWSこれらの AWS 管理ポリシーは、一般的ユースケースに必要なアクセス
権限を付与することで、どの権限が必要なのかをユーザーが調査する必要をなくすことができます。詳細
については、IAM ユーザーガイドの AWS管理ポリシーを参照してください。

アカウントのユーザーにアタッチ可能な以下の AWS マネージドポリシーは、CloudWatch に固有のもので
す。

トピック
• CloudWatchFullAccess (p. 1182)
• CloudWatchReadOnlyAccess (p. 1183)
• CloudWatchActionsEC2Access (p. 1184)
• CloudWatchAutomaticDashboardsAccess (p. 1184)
• CloudWatchAgentServerPolicy (p. 1185)
• CloudWatchAgentAdminPolicy (p. 1186)
• CloudWatch クロスアカウントのオブザーバビリティの AWS マネージド (事前定義済み) ポリ

シー (p. 1186)
• CloudWatch Synthetics の AWS マネージド (事前定義された) ポリシー (p. 1188)
• Amazon CloudWatch RUM の AWS マネージド (事前定義) ポリシー (p. 1192)
• CloudWatch Evidently の AWS マネージド (事前定義) ポリシー (p. 1195)
• AWS Systems Manager Incident Manager の AWS マネージドポリシー (p. 1197)

CloudWatchFullAccess
CloudWatchFullAccess ポリシーによって、すべての CloudWatch および CloudWatch Logs アクションと
リソースへのフルアクセスが許可されます。

これには、このポリシーを持つユーザーが CloudWatch アラームに関連付けられた Auto Scaling アクショ
ンを確認できるようにするための autoscaling:Describe* が含まれます。これには、このポリシー
を持つユーザーが Amazon SNS トピックを取得して作成し、それらを CloudWatch アラームに関連付
けることができるようにするための sns:* が含まれます。これには、このポリシーを持つユーザーが 
CloudWatch に関連付けられたサービスリンクロールに関する情報を表示できるようにするための IAM 許
可が含まれます。これには、このポリシーを持つユーザーがコンソールを使用して、CloudWatch のクロ
スアカウントオブザーバビリティでソースアカウントから共有されたデータを表示できるようにするため
の oam:ListSinks および oam:ListAttachedLinks 許可が含まれます。

内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:Describe*", 
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                "cloudwatch:*", 
                "logs:*", 
                "sns:*", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetRole", 
                "oam:ListSinks" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/events.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForCloudWatchEvents*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "events.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:ListAttachedLinks" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:oam:*:*:sink/*" 
        } 
    ]
}

CloudWatchReadOnlyAccess
CloudWatchReadOnlyAccess ポリシーは、CloudWatch への読み取り専用のアクセス権限を付与します。

これには、このポリシーを持つユーザーがコンソールを使用して CloudWatch Logs 情報を表示、および 
CloudWatch Logs Insights クエリを使用できるようにするための、いくつかの logs: 許可が含まれます。
これには、このポリシーを持つユーザーが CloudWatch アラームに関連付けられた Auto Scaling アクショ
ンを確認できるようにするための autoscaling:Describe* が含まれます。これには、このポリシーを
持つユーザーが CloudWatch アラームに関する通知を受け取る Amazon SNS トピックの情報を取得できる
ようにするための sns:Get* および sns:List* が含まれます。これには、このポリシーを持つユーザー
がコンソールを使用して、CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティでソースアカウントから
共有されたデータを表示できるようにするための oam:ListSinks および oam:ListAttachedLinks 許
可が含まれます。

CloudWatchReadOnlyAccess ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:Describe*", 
                "cloudwatch:Describe*", 
                "cloudwatch:Get*", 
                "cloudwatch:List*", 
                "logs:Get*", 
                "logs:List*", 
                "logs:StartQuery", 
                "logs:StopQuery", 
                "logs:Describe*", 
                "logs:TestMetricFilter", 
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                "logs:FilterLogEvents", 
                "sns:Get*", 
                "sns:List*", 
                "oam:ListSinks" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:ListAttachedLinks" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:oam:*:*:sink/*" 
        } 
     ]
}

CloudWatchActionsEC2Access
CloudWatchActionsEC2Access ポリシーは、Amazon EC2 メタデータに加えて CloudWatch アラームとメ
トリクスに対し、読み取り専用のアクセス許可を付与します。また、EC2 インスタンス用の API アクショ
ンに停止、終了、再起動のためのアクセス権限を付与します。

CloudWatchActionsEC2Access ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudwatch:Describe*", 
        "ec2:Describe*", 
        "ec2:RebootInstances", 
        "ec2:StopInstances", 
        "ec2:TerminateInstances" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess
CloudWatch-CrossAccountAccess 管理ポリシーは、CloudWatch-CrossAccountSharingRole IAM ロール
により使用されます。このロールとポリシーを使用することで、クロスアカウントダッシュボードのユー
ザーが、ダッシュボードを共有している各アカウントにおいて、自動ダッシュボードを表示できるように
なります。

次に、CloudWatchAutomaticDashboardsAccess の内容を示します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
        "cloudfront:GetDistribution", 
        "cloudfront:ListDistributions", 
        "dynamodb:DescribeTable", 
        "dynamodb:ListTables", 
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        "ec2:DescribeInstances", 
        "ec2:DescribeVolumes", 
        "ecs:DescribeClusters", 
        "ecs:DescribeContainerInstances", 
        "ecs:ListClusters", 
        "ecs:ListContainerInstances", 
        "ecs:ListServices", 
        "elasticache:DescribeCacheClusters", 
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments", 
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
        "kinesis:DescribeStream", 
        "kinesis:ListStreams", 
        "lambda:GetFunction", 
        "lambda:ListFunctions", 
        "rds:DescribeDBClusters", 
        "rds:DescribeDBInstances", 
        "resource-groups:ListGroupResources", 
        "resource-groups:ListGroups", 
        "route53:GetHealthCheck", 
        "route53:ListHealthChecks", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:ListBucket", 
        "sns:ListTopics", 
        "sqs:GetQueueAttributes", 
        "sqs:GetQueueUrl", 
        "sqs:ListQueues", 
        "synthetics:DescribeCanariesLastRun", 
        "tag:GetResources" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "apigateway:GET" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:apigateway:*::/restapis*" 
      ] 
    } 
  ]

CloudWatchAgentServerPolicy
CloudWatchAgentServerPolicy ポリシーは、Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた IAM ロールで使
用でき、CloudWatch エージェントがインスタンスから情報を読み取り、CloudWatch に書き込むことを許
可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:DescribeTags", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:GetParameter" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*" 
        } 
    ]
}

CloudWatchAgentAdminPolicy
CloudWatchAgentAdminPolicy ポリシーは、Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた IAM ロールで
使用できます。このポリシーにより、CloudWatch エージェントはインスタンスから情報を読み取って 
CloudWatch に書き込み、パラメータストアに情報を書き込むことができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "ec2:DescribeTags", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:GetParameter", 
                "ssm:PutParameter" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-*" 
        } 
    ]
}

Note

IAM コンソールにサインインし、特定のポリシーを検索することで、これらのアクセス許可ポリ
シーを確認できます。

独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、CloudWatch アクションとリソースのためのアクセス権限を許
可することもできます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス許可が必要な IAM ユーザーまた
はグループにアタッチできます。

CloudWatch クロスアカウントのオブザーバビリティの AWS マ
ネージド (事前定義済み) ポリシー
このセクションのポリシーは、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティに関連する許可を付与
します。詳細については、「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してく
ださい。
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CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration
CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration ポリシーは、アカウント間で CloudWatch リソースを共有
するための Observability Access Manager リンクを作成、管理、および表示するためのアクセス権を付与
します。詳細については、「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してく
ださい。内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:Link", 
                "oam:ListLinks" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:DeleteLink", 
                "oam:GetLink", 
                "oam:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:oam:*:*:link/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:CreateLink", 
                "oam:UpdateLink" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:oam:*:*:link/*", 
                "arn:aws:oam:*:*:sink/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

OAMFullAccess
OAMFullAccess ポリシーは、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティ用に使用される 
Observability Access Manager のシンクとリンクを作成、管理、および表示するためのアクセス権を付与
します。

OAMFullAccess ポリシーだけでは、リンク間でのオブザーバビリティデータの共有は許可されま
せん。CloudWatch メトリクスを共有するためのリンクを作成するには、CloudWatchFullAccess
または CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration も必要になります。CloudWatch Logs 
ロググループを共有するためのリンクを作成するには、CloudWatchLogsFullAccess または
CloudWatchLogsCrossAccountSharingConfiguration も必要になります。X-Ray トレースを共有するための
リンクを作成するには、AWSXRayFullAccess または AWSXRayCrossAccountSharingConfiguration も必
要になります。

詳細については、「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。
内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

OAMReadOnlyAccess

OAMReadOnlyAccess ポリシーは、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティ用に使用される 
Observability Access Manager リソースへの読み取り専用アクセス権を付与します。詳細については、
「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。内容は次のとおり
です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "oam:Get*", 
                "oam:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

CloudWatch Synthetics の AWS マネージド (事前定義された) ポ
リシー
CloudWatchSyntheticsFullAccess および CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess AWS マネージドポリ
シーは、CloudWatch Synthetics を管理または使用するユーザーに割り当てることができます。次の追加ポ
リシーも関連します。

• AmazonS3ReadOnlyAccess および CloudWatchReadOnlyAccess – これらは、CloudWatch コンソール
ですべての Synthetics データを読み取ることができるようにするために必要です。

• [AWSLambdaReadOnlyAccess] – Canary で使用されているソースコードを表示できるようにします。
• [CloudWatchSyntheticsFullAccess] で、Canary を作成できるようになります。さらに、Canary 用に作

成された新しい IAM ロールを持つ Canary の作成と削除には、次のインラインポリシーステートメント
も必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:DeleteRole", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:DeletePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*", 
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                "arn:aws:iam::*:policy/service-role/CloudWatchSyntheticsPolicy*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Important

ユーザーに
iam:CreateRole、iam:DeleteRole、iam:CreatePolicy、iam:DeletePolicy、iam:AttachRolePolicy、
および iam:DetachRolePolicy のアクセス許可を付与すると、arn:aws:iam::*:role/
service-role/CloudWatchSyntheticsRole* および arn:aws:iam::*:policy/
service-role/CloudWatchSyntheticsPolicy* に一致する ARN を持つロールおよびポ
リシーを作成、アタッチ、および削除する完全な管理アクセス権がそのユーザーに付与されま
す。例えば、これらのアクセス許可を持つユーザーは、すべてのリソースに対する完全なアク
セス許可を持つポリシーを作成し、そのポリシーを上記の ARN パターンに一致する任意のロー
ルにアタッチできます。これらのアクセス許可を付与するユーザーには十分注意してくださ
い。

ポリシーのアタッチとユーザーへのアクセス許可の付与については、「IAM ユーザーのアクセス許可の
変更」および「ユーザーまたはロールのインラインポリシーを埋め込むには」を参照してください。

CloudWatchSyntheticsFullAccess

CloudWatchSyntheticsFullAccess ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "synthetics:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:PutEncryptionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::cw-syn-results-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoles", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "xray:GetTraceSummaries", 
                "xray:BatchGetTraces", 
                "apigateway:GET" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::cw-syn-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::aws-synthetics-library-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "lambda.amazonaws.com", 
                        "synthetics.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchSyntheticsRole*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
                "cloudwatch:DeleteAlarms" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Synthetics-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "cloudwatch:DescribeAlarms" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:CreateFunction", 
                "lambda:AddPermission", 
                "lambda:PublishVersion", 
                "lambda:UpdateFunctionCode", 
                "lambda:UpdateFunctionConfiguration", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration", 
                "lambda:DeleteFunction" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:*:function:cwsyn-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:GetLayerVersion", 
                "lambda:PublishLayerVersion", 
                "lambda:DeleteLayerVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:lambda:*:*:layer:cwsyn-*", 
                "arn:aws:lambda:*:*:layer:Synthetics:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:Subscribe", 
                "sns:ListSubscriptionsByTopic" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:*:sns:*:*:Synthetics-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "kms:ListAliases" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:*:*:key/*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                        "s3.*.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess
CloudWatchSyntheticsReadOnlyAccess ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "synthetics:Describe*", 
                "synthetics:Get*", 
                "synthetics:List*", 
                "lambda:GetFunctionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon CloudWatch RUM の AWS マネージド (事前定義) ポリ
シー
AmazonCloudWatchRUMFullAccess および AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess AWS マネージド
ポリシーは、CloudWatch RUM を管理または使用するユーザーに割り当てることができます。

AmazonCloudWatchRUMFullAccess
AmazonCloudWatchRUMFullAccess ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rum:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:CreateServiceLinkedRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/rum.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForRealUserMonitoring" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/RUM-Monitor*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "cognito-identity.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:ListMetrics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:DescribeAlarms" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cognito-identity:CreateIdentityPool", 
                "cognito-identity:ListIdentityPools", 
                "cognito-identity:DescribeIdentityPool", 
                "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:SetIdentityPoolRoles" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:cognito-identity:*:*:identitypool/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DeleteLogGroup", 

1193



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
AWSCloudWatch の マネージド (事前定義) ポリシー

                "logs:PutRetentionPolicy", 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*RUMService*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogDelivery", 
                "logs:GetLogDelivery", 
                "logs:UpdateLogDelivery", 
                "logs:DeleteLogDelivery", 
                "logs:ListLogDeliveries", 
                "logs:DescribeResourcePolicies" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group::log-stream:*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "synthetics:describeCanaries", 
                "synthetics:describeCanariesLastRun" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:synthetics:*:*:canary:*" 
        } 
    ]
}

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess
AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 

 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "rum:GetAppMonitor", 
    "rum:GetAppMonitorData", 
    "rum:ListAppMonitors", 
    "rum:ListRumMetricsDestinations", 
    "rum:BatchGetRumMetricDefinitions" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  } 
 ]
}

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy は IAM エンティティにアタッチできません。このポリシー
は、モニターリングデータを他の関連する AWS のサービスに CloudWatch RUM が公開することを許可す
る、サービスにリンクされたロールにアタッチされます。サービスにリンクされたこのロールの詳細につ
いては、「CloudWatch RUM のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1213)」を参照してください。

1194



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
AWSCloudWatch の マネージド (事前定義) ポリシー

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy の詳細な内容は次のとおりです。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "xray:PutTraceSegments" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "*" 
   ] 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
   "Resource": "*", 
   "Condition": { 
    "StringLike": { 
     "cloudwatch:namespace": [ 
      "RUM/CustomMetrics/*", 
      "AWS/RUM" 
     ] 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

CloudWatch Evidently の AWS マネージド (事前定義) ポリシー
CloudWatchEvidentlyFullAccess および CloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess AWS マネージドポリシー
は、CloudWatch Evidently を管理または使用するユーザーに割り当てることができます。

CloudWatchEvidentlyFullAccess

CloudWatchEvidentlyFullAccess ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "evidently:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:iam::*:role/service-role/CloudWatchRUMEvidentlyRole-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:DescribeAlarmHistory", 
                "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric", 
                "cloudwatch:ListTagsForResource" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:TagResource", 
                "cloudwatch:UnTagResource" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:LookupEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricAlarm" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudwatch:*:*:alarm:Evidently-Alarm-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:Subscribe", 
                "sns:ListSubscriptionsByTopic" 
            ], 
            "Resource": [ 

1196



Amazon CloudWatch ユーザーガイド
お客様が管理するポリシーの例

                "arn:*:sns:*:*:Evidently-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

CloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess
CloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess ポリシーの内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "evidently:GetExperiment", 
                "evidently:GetFeature", 
                "evidently:GetLaunch", 
                "evidently:GetProject", 
                "evidently:GetSegment", 
                "evidently:ListExperiments", 
                "evidently:ListFeatures", 
                "evidently:ListLaunches", 
                "evidently:ListProjects", 
                "evidently:ListSegments", 
                "evidently:ListSegmentReferencs"                                
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS Systems Manager Incident Manager の AWS マネージドポ
リシー
AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy ポリシーは、サービスにリンクされた
ロールにアッタッチされ、CloudWatch がお客様に代わって AWS Systems Manager Incident Manager で
インシデントを開始できるようにします。詳細については、「CloudWatch アラーム Systems Manager 
Incident Manager アクションのサービスにリンクされたロールの許可 (p. 1209)」を参照してください。

このポリシーには、以下のアクセス許可があります。

• ssm-incidents:StartIncident

お客様が管理するポリシーの例
このセクションでは、さまざまな CloudWatch アクションのアクセス権限を付与するユーザーポリシー例
を示しています。これらのポリシーは、CloudWatch API、AWS SDK、または AWS CLI を使用していると
きに機能します。
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例
• 例 1: ユーザーに CloudWatch への完全アクセスを許可する (p. 1198)
• 例 2: CloudWatch への読み取り専用アクセスを許可する (p. 1198)
• 例 3: Amazon EC2 インスタンスを停止または終了する (p. 1198)

例 1: ユーザーに CloudWatch への完全アクセスを許可する
CloudWatch へのフルアクセスをユーザーに付与するには、カスタマー管理ポリシーを作成する代わり
に、CloudWatchFullAccess 管理ポリシーをユーザーに付与できます。CloudWatchFullAccess の内容を
CloudWatchFullAccess (p. 1182) に示します。

例 2: CloudWatch への読み取り専用アクセスを許可する
次のポリシーにより、ユーザーは CloudWatch への読み取り専用アクセスを行え、Amazon EC2 Auto 
Scaling アクション、CloudWatch メトリクス、CloudWatch Logs データ、アラーム関連の Amazon SNS 
データを表示できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "autoscaling:Describe*", 
        "cloudwatch:Describe*", 
        "cloudwatch:Get*", 
        "cloudwatch:List*", 
        "logs:Get*", 
        "logs:Describe*", 
        "sns:Get*", 
        "sns:List*" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

例 3: Amazon EC2 インスタンスを停止または終了する
以下のポリシーは、CloudWatch アラームアクションにより EC2 インスタンスの停止または終了を許可し
ます。下の例では、GetMetricData、ListMetrics、DescribeAlarms アクションはオプションです。これらの
アクションを含めて、インスタンスが正常に停止または終了したことを確認することをお勧めします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
        "cloudwatch:GetMetricData", 
        "cloudwatch:ListMetrics", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
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    { 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeInstanceStatus", 
        "ec2:DescribeInstances", 
        "ec2:StopInstances", 
        "ec2:TerminateInstances" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    } 
  ]
}

CloudWatch の AWS マネージドポリシーへの更新

CloudWatch の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を
開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知を入手するには、CloudWatch 
ドキュメントの履歴ページから、RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration (p. 1187)
– 新しいポリシー

CloudWatch が、CloudWatch メ
トリクスを共有する CloudWatch 
クロスアカウントオブザーバビ
リティのリンクを管理できるよ
うにする新しいポリシーを追加
しました。

詳細については、「CloudWatch 
のクロスアカウントオブザーバ
ビリティ (p. 854)」を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 27 日

OAMFullAccess (p. 1187) – 新し
いポリシー

CloudWatch が、CloudWatch ク
ロスアカウントオブザーバビリ
ティのリンクとシンクを完全に
管理できるようにする新しいポ
リシーを追加しました。

詳細については、「CloudWatch 
のクロスアカウントオブザーバ
ビリティ (p. 854)」を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 27 日

OAMReadOnlyAccess (p. 1188)
– 新しいポリシー

CloudWatch が、CloudWatch ク
ロスアカウントオブザーバビリ
ティのリンクとシンクに関する
情報を表示できるようにする新
しいポリシーを追加しました。

詳細については、「CloudWatch 
のクロスアカウントオブザーバ
ビリティ (p. 854)」を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 27 日
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変更 説明 日付

CloudWatchFullAccess (p. 1182)
– 既存のポリシーに対する更新

CloudWatch 
が、CloudWatchFullAccess に対
する許可を追加しました。

このポリシーを持つユー
ザーがコンソールを使用し
て、CloudWatch のクロスアカウ
ントオブザーバビリティでソー
スアカウントから共有された
データを表示できるようにする
ための oam:ListSinks および
oam:ListAttachedLinks 許可
が追加されました。

2022 年 11 月 27 日

CloudWatchReadOnlyAccess (p. 1183)
– 既存のポリシーに対する更新

CloudWatch 
が、CloudWatchReadOnlyAccess
に対する許可を追加しました。

このポリシーを持つユー
ザーがコンソールを使用し
て、CloudWatch のクロスアカウ
ントオブザーバビリティでソー
スアカウントから共有された
データを表示できるようにする
ための oam:ListSinks および
oam:ListAttachedLinks 許可
が追加されました。

2022 年 11 月 27 日

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy (p. 1213)
– 既存のポリシーへの更新

CloudWatch RUM が
AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
の条件キーを更新しました。

CloudWatch RUM がカスタ
ムメトリクスをカスタムメ
トリクス名前空間に送信でき
るように、"Condition": 
{ "StringEquals": 
{ "cloudwatch:namespace": 
"AWS/RUM" } } 条件キーが次
のように変更されました。

"Condition": { 
    "StringLike": { 
  "cloudwatch:namespace": [ 
   "RUM/CustomMetrics/*", 
   "AWS/RUM" 
  ] 
 }
} 
          
         

2023 年 2 月 2 日
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変更 説明 日付

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess (p. 1194)
– ポリシーを更新

CloudWatch で
AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess
ポリシーにアクセス許可が追加
されました。

CloudWatch RUM が拡張メ
トリクスを CloudWatch と 
Evidently に送信できるよう
に、rum:ListRumMetricsDestinations
および
rum:BatchGetRumMetricsDefinitions
アクセス許可が追加されまし
た。

2022 年 10 月 27 日

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy (p. 1213)
– 既存のポリシーへの更新

CloudWatch RUM で
AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
へのアクセス許可が追加されま
した。

CloudWatch RUM が拡張
メトリクスを CloudWatch 
に送信できるよう
に、cloudwatch:PutMetricData
アクセス許可が追加されまし
た。

2022 年 10 月 26 日

CloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess (p. 1197)
— 既存のポリシーへの更新

CloudWatch Evidently 
が、CloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess
にアクセス許可を追加しまし
た。

このポリシーを持つユーザー
が、作成された Evidently 
のオーディエンスセグメ
ントを表示できるように
evidently:GetSegment、evidently:ListSegments、
および
evidently:ListSegmentReferences
のアクセス許可が追加されまし
た。

2022 年 8 月 12 日
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変更 説明 日付

CloudWatchSyntheticsFullAccess (p. 1189)
– 既存のポリシーを更新

CloudWatch Synthetics 
が、CloudWatchSyntheticsFullAccess
にアクセス許可を追加しまし
た。

Canary が削除されたときに 
CloudWatch Synthetics が関
連リソースを削除できるよう
に、lambda:DeleteFunction
および
lambda:DeleteLayerVersion
アクセス許可が追加されまし
た。Canary の IAM ロールに
アタッチされているポリシー
を顧客が表示できるように
iam:ListAttachedRolePolicies
が追加されました。

2022 年 5 月 6 日

AmazonCloudWatchRUMFullAccess (p. 1192)
– 新しいポリシー

CloudWatch に CloudWatch 
RUM の完全な管理を有効にする
新しいポリシーが追加されまし
た。

CloudWatch RUM を使用する
と、ウェブアプリケーションの
実際のユーザーモニターリング
を実行できます。詳細について
は、「CloudWatch RUM を使用
する (p. 421)」を参照してくださ
い。

2021 年 11 月 29 日

AmazonCloudWatchRUMReadOnlyAccess (p. 1194)
– 新しいポリシー

CloudWatch に CloudWatch 
RUM への読み取り専用のアクセ
ス権限を有効にする新しいポリ
シーが追加されました。

CloudWatch RUM を使用する
と、ウェブアプリケーションの
実際のユーザーモニターリング
を実行できます。詳細について
は、「CloudWatch RUM を使用
する (p. 421)」を参照してくださ
い。

2021 年 11 月 29 日
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変更 説明 日付

CloudWatchEvidentlyFullAccess (p. 1195)
– 新しいポリシー

CloudWatch に CloudWatch 
Evidently の完全な管理を有効に
する新しいポリシーが追加され
ました。

CloudWatch Evidently では、
ウェブアプリケーションの A/
B 実験を実行し、徐々にロール
アウトすることができます。詳
細については、「CloudWatch 
Evidently での起動と A/B 実験を
実行する (p. 383)」を参照してく
ださい。

2021 年 11 月 29 日

CloudWatchEvidentlyReadOnlyAccess (p. 1197)
– 新しいポリシー

CloudWatch に CloudWatch 
Evidently への読み取り専用のア
クセスを有効にする新しいポリ
シーが追加されました。

CloudWatch Evidently では、
ウェブアプリケーションの A/
B 実験を実行し、徐々にロール
アウトすることができます。詳
細については、「CloudWatch 
Evidently での起動と A/B 実験を
実行する (p. 383)」を参照してく
ださい。

2021 年 11 月 29 日

AWSServiceRoleForCloudWatchRUM (p. 1213)
– 新しい管理ポリシー

CloudWatch にサービスにリン
クされた新しいロールのポリ
シーが追加されて、CloudWatch 
RUM がモニターリングデータを
他の関連する AWS のサービスに
公開できるようになりました。

2021 年 11 月 29 日
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変更 説明 日付

CloudWatchSyntheticsFullAccess (p. 1189)
– 既存のポリシーを更新

CloudWatch Synthetics で
CloudWatchSyntheticsFullAccess
へのアクセス許可が追加され、
また、1 つのアクセス許可の範囲
も変更されました。

kms:ListAliases アクセス許
可が追加され、canary アーティ
ファクトの暗号化に使用できる 
AWS KMS キーのリストをユー
ザーが表示できるようになりま
した。kms:DescribeKey ア
クセス許可が追加され、canary 
アーティファクトの暗号化に使
用できるキーの詳細をユーザー
が表示できるようになりまし
た。そして、ユーザーが canary 
アーティファクトを復号化でき
るようにする kms:Decrypt ア
クセス許可が追加されました。
この復号化機能は、Amazon S3 
バケット内のリソースでの使用
に制限されています。

s3:GetBucketLocation アク
セス許可の Resource 範囲が *
から arn:aws:s3:::* に変更
されました。

2021 年 9 月 29 日

CloudWatchSyntheticsFullAccess (p. 1189)
– 既存のポリシーを更新

CloudWatch Synthetics 
が、CloudWatchSyntheticsFullAccess
に許可を追加しました。

このポリシーを持つユーザー
が Canary のランタイムバー
ジョンを変更できるよう
に、lambda:UpdateFunctionCode
許可が追加されました。

2021 年 7 月 20 日

AWSCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidentsServiceRolePolicy (p. 1197)
– 新しい管理ポリシー

CloudWatch は、AWS Systems 
Manager Incident Manager で
インシデントを作成できるよう
に、新しい IAM マネージドポリ
シーを追加しました。

2021 年 5 月 10 日
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変更 説明 日付

CloudWatchAutomaticDashboardsAccess (p. 1184)
– 既存のポリシーに対する更新

CloudWatch 
が、CloudWatchAutomaticDashboardsAccess
管理ポリシーにアクセス権
限を追加しました。クロス
アカウントダッシュボード
ユーザーが、CloudWatch 
Synthetics Canary 実行
の詳細を表示するための
synthetics:DescribeCanariesLastRun
アクセス許可が、このポリシー
に追加されました。

2021 年 4 月 20 日

CloudWatch が変更の追跡を開始
しました

CloudWatch が、AWS マネージ
ドポリシーの変更の追跡を開始
しました。

2021 年 4 月 14 日

条件キーを使用した CloudWatch 名前空間へのアクセ
スの制限
IAM 条件キーを使用して、ユーザーがメトリクスを公開する先を、指定した CloudWatch 名前空間に限定
します。

1 つの名前空間でのみ公開を許可する

次のポリシーでは、ユーザーがメトリクスを公開する先を、MyCustomNamespace という名前空間に限定
します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Resource": "*", 
        "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "cloudwatch:namespace": "MyCustomNamespace" 
            } 
        } 
    }
}

名前空間から公開を除外する

次のポリシーでは、ユーザーがメトリクスを公開する先として、CustomNamespace2 以外のすべての名
前空間を許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData" 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Deny", 
            "Resource": "*", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "CustomNamespace2" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Contributor Insights のユーザーのロググループへのア
クセスを制限するための条件キーの使用
Contributor Insights でルールを作成し、その結果を表示するには、ユーザーに
cloudwatch:PutInsightRule アクセス許可が必要です。デフォルトでは、このアクセス許可を持つ
ユーザーは、CloudWatch Logs のロググループを評価する Contributor Insights ルールを作成して、結果を
確認できます。結果には、これらのロググループのコントリビューターデータを含めることができます。

条件キーを持つ IAM ポリシーを作成して、一部のロググループに対して Contributor Insights ルールを作成
するアクセス許可をユーザーに付与し、他のロググループからこのデータを表示しないようにすることが
できます。

IAM ポリシーの Condition 要素の詳細については、「IAM JSON ポリシーの要素: 条件」を参照してくだ
さい。

特定のロググループのみについて、ルールの書き込みおよび結果の表示へのアクセスを許可する

次のポリシーでは、AllowedLogGroup という名前のロググループと AllowedWildCard で始まる名前
を持つすべてのロググループのルールを作成し、結果を表示するためのユーザーアクセスを許可します。
他のロググループには、書き込みルールへのアクセスやルールの結果の表示する権限は付与されません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowCertainLogGroups", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudwatch:PutInsightRule", 
            "Resource": "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/*", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEqualsIgnoreCase": { 
                    "cloudwatch:requestInsightRuleLogGroups": [ 
                        "AllowedLogGroup", 
                        "AllowedWildcard*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

特定のロググループに対するルールの書き込みを拒否するが、他のすべてのロググループに対するルール
の書き込みを許可する

次のポリシーでは、ExplicitlyDeniedLogGroup という名前のロググループのルールの書き込みおよ
びルールの結果の表示に対するユーザーアクセスを明示的に拒否しますが、他のすべてのロググループの
ルールの書き込みおよびルールの結果の表示は許可します。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowInsightRulesOnLogGroupsByDefault", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudwatch:PutInsightRule", 
            "Resource": "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/*" 
           
        }, 
        { 
            "Sid": "ExplicitDenySomeLogGroups", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "cloudwatch:PutInsightRule", 
            "Resource": "arn:aws:cloudwatch:*:*:insight-rule/*", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEqualsIgnoreCase": { 
                    "cloudwatch:requestInsightRuleLogGroups": [ 
                        "/test/alpine/ExplicitlyDeniedLogGroup" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

アラームアクションを制限するための条件キーの使用
CloudWatch アラームの状態が変化すると、EC2 インスタンスの停止と終了、Systems Manager ア
クションの実行など、さまざまなアクションを実行できます。これらのアクションは、アラームが 
ALARM、OK、INSUFICIENT_DATA などの任意の状態に変更されたときに開始できます。

cloudwatch:AlarmActions 条件キーを使用して、アラームの状態が変化したときに指定したアクショ
ンを実行することしかできないアラームをユーザーが作成できるようにします。例えば、EC2 アクション
ではないアクションのみを実行できるアラームの作成をユーザーに許可できます。

Amazon SNS 通知を送信したり、Systems Manager のアクションを実行したりできるアラームの作成を
ユーザーに許可する

次のポリシーでは、ユーザーが作成できるのが、Amazon SNS 通知を送信し、Systems Manager のアク
ションを実行することしかできないアラームであるように制限します。ユーザーは EC2 アクションを実行
するアラームを作成できません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateAlarmsThatCanPerformOnlySNSandSSMActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringLike": { 
                    "cloudwatch:AlarmActions": [ 
                        "arn:aws:sns:*", 
                        "arn:aws:ssm:*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

CloudWatch のサービスにリンクされたロールの使用
Amazon CloudWatch は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使
用します。サービスにリンクされたロールは、CloudWatch に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロー
ルです。サービスにリンクされたロールは、CloudWatch によって事前定義されており、お客様の代わり
にサービスから他の AWS のサービスを呼び出す必要のある許可がすべて含まれています。

CloudWatch のサービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス権限を手動で追加しなくて
も、Amazon EC2 インスタンスを終了、停止、または再起動できる CloudWatch アラームを設定できま
す。別のサービスにリンクされたロールを使用すると、モニターリングアカウントが、指定した他のアカ
ウントの CloudWatch データにアクセスし、クロスアカウントクロスリージョンダッシュボードを構築で
きるようになります。

CloudWatch は、サービスにリンクされたロールのアクセス権限を定義します。特に定義されている場合
を除き、CloudWatch はそのロールのみを引き受けることができます。定義される許可は、信頼ポリシー
と許可ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできま
せん。

ロールを削除するには、まず関連リソースを削除します。この制限により、不注意でリソースにアクセス
するアクセス許可の削除が防止され、CloudWatch リソースは保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携するAWS サービ
ス」を参照して、サービスにリンクされたロール列がはいになっているサービスを見つけてください。
サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[はい] リンクを選択し
ます。

CloudWatch アラーム EC2 アクションについてのサービスにリ
ンクされたロールの許可
CloudWatch は、AWSServiceRoleForCloudWatchEvents という名前のサービスにリンクされたロールを
使用します – CloudWatch は、このサービスにリンクされたロールを使用して Amazon EC2 アラームアク
ションを実行します。

AWSServiceRoleforCloudWatchEvents サービスにリンクされたロールは、CloudWatch Events サービス
を信頼してロールを継承します。CloudWatch Events は、アラームにより呼び出されたときにインスタン
スアクションを終了、停止、または再起動を呼び出します。

AWSServiceRoleForCloudWatchEvents サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーで
は、CloudWatch Events が Amazon EC2 インスタンスで以下のアクションを実行できます。

• ec2:StopInstances

• ec2:TerminateInstances

• ec2:RecoverInstances

• ec2:DescribeInstanceRecoveryAttribute

• ec2:DescribeInstances

• ec2:DescribeInstanceStatus

AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount サービスにリンクされたロールのアクセス権限ポリシーで
は、CloudWatch は、次のアクションを完了することができます。

• sts:AssumeRole
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CloudWatch アラーム Systems Manager OpsCenter アクション
に対するサービスにリンクされたロールの許可
CloudWatch は、AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSM という名前のサービスにリンクされ
たロールを使用します – CloudWatch は、CloudWatch アラームが ALARM 状態になったときに Systems 
Manager OpsCenter アクションを実行するために、このサービスにリンクされたロールを使用します。

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSM サービスにリンクされたロールは、CloudWatch 
サービスを信頼してロールを継承します。CloudWatch アラームは、アラームによって呼び出される
と、Systems Manager OpsCenter アクションを呼び出します。

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSM サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリ
シーでは、Systems Manager は、次のアクションを実行できます。

• ssm:CreateOpsItem

CloudWatch アラーム Systems Manager Incident Manager アク
ションのサービスにリンクされたロールの許可
CloudWatch は、AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents という名前のサービスにリ
ンクされたロールを使用します – CloudWatch アラームが ALARM 状態になると、CloudWatch はこのサー
ビスにリンクされたロールを使用して Incident Manager インシデントを開始します。

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents サービスにリンクされたロール
は、CloudWatch サービスを信頼してロールを継承します。CloudWatch アラームは、アラームによって呼
び出されると、Systems Manager Incident Manager アクションを呼び出します。

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents サービスにリンクされたロールのアクセス許
可ポリシーでは、Systems Manager は、次のアクションを実行できます。

• ssm-incidents:StartIncident

CloudWatch クロスアカウントクロスリージョンに対するサービ
スにリンクされたロールの許可
CloudWatch では、AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount と呼ばれるサービスにリンクさ
れたロールを使用します – CloudWatch は、このロールを使用し、指定した他の AWS アカウントの 
CloudWatch データにアクセスします。SLR は、CloudWatch サービスが共有アカウントのロールを継承
できるようにするため、継承ロールアクセス権限のみを提供します。これは、データへのアクセスを提供
する共有ロールです。

AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount サービスにリンクされたロールのアクセス権限ポリシーで
は、CloudWatch は、次のアクションを完了することができます。

• sts:AssumeRole

AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount サービスにリンクされたロールは、ロールを継承するため
に CloudWatch サービスを信頼します。

CloudWatch のサービスにリンクされたロールの作成
これらのサービスにリンクされたどのロールも手動で作成する必要はありません。AWS Management 
Console、IAM CLI、または IAM API でアラームを初めて作成すると、CloudWatch によって 
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AWSServiceRoleForCloudWatchEvents と AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSM が自動的
に作成されます。アカウントをクロスアカウントクロスリージョン機能のモニターリングアカウントとし
て初めて有効にすると、CloudWatch によって AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount が自動的に
作成されます。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの作成」を参照してください。

CloudWatch のサービスにリンクされたロールの編集
CloudWatch で
は、AWSServiceRoleForCloudWatchEvents、AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSM、ま
たは AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount ロールを編集できません。これらのロールは多くの
エンティティにより参照されるため、ロールを作成した後その名前を変更することはできません。ただ
し、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (IAM コンソール)

サービスにリンクされたロールの説明は、IAM コンソールを使用して編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を編集するには (コンソール)

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
2. 変更するロールの名前を選択します。
3. [Role description] の右端にある [Edit] を選択します。
4. ボックスに新しい説明を入力し、[Save] を選択します。

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (AWS CLI)

AWS Command Line Interface から IAM コマンドを使用して、サービスにリンクされたロールの説明を編
集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を変更するには (AWS CLI)

1. (オプション) ロールの現在の説明を表示するには、次のコマンドを使用します。

$ aws iam get-role --role-name role-name

AWS CLI コマンドでは、ARN ではなくロール名を使用してロールを参照します。例えば、ロールの 
ARN が arn:aws:iam::123456789012:role/myrole である場合、そのロールを myrole と参照
します。

2. サービスにリンクされたロールの説明を更新するには、次のコマンドを使用します。

$ aws iam update-role-description --role-name role-name --description description

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (IAM API)

サービスにリンクされたロールの説明は、IAM API を使用して編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を変更するには (API)

1. (オプション) ロールの現在の説明を表示するには、次のコマンドを使用します。

GetRole
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2. ロールの説明を更新するには、次のコマンドを使用します。

UpdateRoleDescription

CloudWatch のサービスにリンクされたロールの削除
EC2 インスタンスを自動的に停止、終了、または再起動するアラームがなくなった場
合、AWSServiceRoleForCloudWatchEvents ロールを削除することをお勧めします。

Systems Manager OpsCenter アクションを実行するアラームがなくなった場合
は、AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSM ロールを削除することをお勧めします。

そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニターリングされたり、メンテナンスさ
れたりすることがなくなります。ただし、削除する前に、サービスにリンクされた役割をクリーンアップ
する必要があります。

サービスにリンクされたロールのクリーンアップ

IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除するには、まずそのロールにアクティブなセッショ
ンがないことを確認し、そのロールで使用されているリソースをすべて削除する必要があります。

サービスにリンクされたロールにアクティブなセッションがあるかどうかを、IAM コンソールで
確認するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。AWSServiceRoleForCloudWatchEvents 

ロールの名前 (チェックボックスではない) を選択します。
3. 選択したロールの [概要] ページで [アクセスアドバイザー] を選択し、サービスにリンクされたロール

の最新のアクティビティを確認します。

Note

CloudWatch が AWSServiceRoleForCloudWatchEvents ロールを使用しているかどうか不明
な場合は、ロールを削除してみてください。サービスでロールが使用されている場合、削除
は失敗し、ロールが使用されている リージョンが表示されます。ロールが使用されている場
合は、ロールを削除する前にセッションが終了するのを待つ必要があります。サービスにリ
ンクされたロールのセッションを取り消すことはできません。

サービスにリンクされたロールの削除 (IAM コンソール)

IAM コンソールを使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (コンソール)

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。ロール名または行そのものではなく、削除

するロールの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
3. [ロールのアクション] で、[ロールの削除] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、サービスの最終アクセス時間データを確認します。これは、選択した

それぞれのロールの AWS サービスへの最終アクセス時間を示します。これは、そのロールが現在ア
クティブであるかどうかを確認するのに役立ちます。続行するには、[はい、削除します] を選択しま
す。

5. IAM コンソール通知を見て、サービスにリンクされたロールの削除の進行状況を監視します。IAM 
サービスにリンクされたロールの削除は非同期であるため、削除するロールを送信すると、削除タス
クは成功または失敗する可能性があります。タスクが失敗した場合は、通知から [詳細を表示] または 
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[リソースを表示] を選択して、削除が失敗した理由を知ることができます。そのロールで使用中のリ
ソースがサービスにあるために削除に失敗した場合、この失敗の理由にはリソースのリストも含まれ
ます。

サービスにリンクされたロールの削除 (AWS CLI)

AWS Command Line Interface から IAM コマンドを使用して、サービスにリンクされたロールを削除でき
ます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (AWS CLI)

1. サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから deletion-task-id を取得して、削除
タスクのステータスを確認する必要があります。サービスにリンクされたロールの削除リクエストを
送信するには、次のコマンドを入力します。

$ aws iam delete-service-linked-role --role-name service-linked-role-name

2. 削除タスクのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能
になります。

サービスにリンクされたロールの削除 (IAM API)

IAM API を使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (API)

1. サービスにリンクされたロールの削除リクエストを送信するには、DeleteServiceLinkedRole を呼び出
します。リクエストで、削除するロール名を指定します。

サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから DeletionTaskId を取得して、削除タ
スクのステータスを確認する必要があります。

2. 削除タスクのステータスを確認するには、GetServiceLinkedRoleDeletionStatus を呼び出します。リ
クエストで DeletionTaskId を指定します。

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能
になります。

AWS のサービスにリンクされたロールへの CloudWatch の更新

CloudWatch の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を
開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知を入手するには、CloudWatch 
ドキュメントの履歴ページから、RSS フィードにサブスクライブしてください。
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変更 説明 日付

AWSServiceRoleForCloudWatchAlarms_ActionSSMIncidents (p. 1209)
– サービスにリンクされた新しい
ロール

CloudWatch は、AWS Systems 
Manager Incident Manager で
インシデントを作成できるよう
に、サービスにリンクされた新
しいロールを追加しました。

2021 年 4 月 26 日

CloudWatch が変更の追跡を開始
しました

CloudWatch は、サービスにリン
クされたロールの変更の追跡を
開始しました。

2021 年 4 月 26 日

CloudWatch RUM のサービスにリンクされたロールの
使用
CloudWatch RUM は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用
します。サービスにリンクされたロールは、RUM に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。
サービスリンクロールは RUM によって事前に定義されており、サービスがユーザーに代わって他の AWS 
サービスを呼び出すために必要なアクセス許可がすべて含まれています。

RUM は、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除
き、RUM のみがそのロールを引き受けることができます。定義した許可には、信頼ポリシーと許可ポリ
シーが含まれます。この許可ポリシーを他のIAM エンティティにアタッチすることはできません。

ロールを削除するには、まずそのロールの関連リソースを削除します。この制限により、リソースにアク
セスするアクセス許可の不注意による削除が防止され、RUM リソースは保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示
するには、[はい] リンクを選択します。

RUM のサービスにリンクされたロールのアクセス許可
RUM では、サービスにリンクされたロールとして AWSServiceRoleForCloudWatchRUM を使用します – 
このロールは、X-Ray トレースを有効にするアプリケーションモニター用に、RUM がアカウントに AWS 
X-Ray トレースデータを送信できるようにします。

サービスにリンクされた AWSServiceRoleForCloudWatchRUM ロールは、X-Ray サービスを信頼してロー
ルを引き受けます。X-Ray はトレースデータをアカウントに送信します。

サービスにリンクされた AWSServiceRoleForCloudWatchRUM ロールに
は、AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy という IAM ポリシーがアタッチされています。このポリ
シーは、モニタリングデータを他の関連する AWS サービスに公開するアクセス許可を CloudWatch RUM 
に付与します。これには、RUM が次のアクションを完了できるようにするアクセス許可が含まれていま
す。

• xray:PutTraceSegments
• cloudwatch:PutMetricData

AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy の詳細な内容は次のとおりです。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
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  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "xray:PutTraceSegments" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "*" 
   ] 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
   "Resource": "*", 
   "Condition": { 
    "StringLike": { 
     "cloudwatch:namespace": [ 
      "RUM/CustomMetrics/*", 
      "AWS/RUM" 
     ] 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

RUM のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされた CloudWatch RUM のロールを手動で作成する必要はありません。X-Ray トレーシ
ングを有効にしたアプリケーションモニターを初めて作成するとき、または X-Ray トレースを使用するよ
うにアプリケーションモニターを更新するとき、RUM によって AWSServiceRoleForCloudWatchRUM が
作成されます。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの作成」を参照してください。

RUM のサービスにリンクされたロールの編集
CloudWatch RUM では、AWSServiceRoleForCloudWatchRUM ロールを編集することはできません。これ
らのロールは多くのエンティティにより参照されるため、ロールを作成した後その名前を変更することは
できません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (IAM コンソール)
サービスにリンクされたロールの説明は、IAM コンソールを使用して編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を編集するには (コンソール)

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
2. 変更するロールの名前を選択します。
3. [Role description] の右端にある [Edit] を選択します。
4. ボックスに新しい説明を入力し、[Save] を選択します。

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (AWS CLI)
AWS Command Line Interface から IAM コマンドを使用して、サービスにリンクされたロールの説明を編
集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を変更するには (AWS CLI)

1. (オプション) ロールの現在の説明を表示するには、次のコマンドを使用します。
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$ aws iam get-role --role-name role-name

AWS CLI コマンドでは、ARN ではなくロール名を使用してロールを参照します。例えば、ロールの 
ARN が arn:aws:iam::123456789012:role/myrole である場合、そのロールを myrole と参照
します。

2. サービスにリンクされたロールの説明を更新するには、次のコマンドを使用します。

$ aws iam update-role-description --role-name role-name --description description

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (IAM API)

サービスにリンクされたロールの説明は、IAM API を使用して編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を変更するには (API)

1. (オプション) ロールの現在の説明を表示するには、次のコマンドを使用します。

GetRole
2. ロールの説明を更新するには、次のコマンドを使用します。

UpdateRoleDescription

RUM のサービスにリンクされたロールの削除
X-Ray が有効になっているアプリケーションモニターが不要になった場合
は、AWSServiceRoleForCloudWatchRUM ロールを削除することをお勧めします。

そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニターリングされたり、メンテナンスさ
れたりすることがなくなります。ただし、削除する前に、サービスにリンクされた役割をクリーンアップ
する必要があります。

サービスにリンクされたロールのクリーンアップ

IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除するには、まずそのロールにアクティブなセッショ
ンがないことを確認し、そのロールで使用されているリソースをすべて削除する必要があります。

サービスにリンクされたロールにアクティブなセッションがあるかどうかを、IAM コンソールで
確認するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。AWSServiceRoleForCloudWatchRUM ロー

ルの名前 (チェックボックスではない) を選択します。
3. 選択したロールの [概要] ページで [アクセスアドバイザー] を選択し、サービスにリンクされたロール

の最新のアクティビティを確認します。

Note

RUM が AWSServiceRoleForCloudWatchRUM ロールを使用しているかどうか不明な場合
は、ロールを削除してみてください。サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗
し、ロールが使用されている リージョンが表示されます。ロールが使用されている場合は、
ロールを削除する前にセッションが終了するのを待つ必要があります。サービスにリンクさ
れたロールのセッションを取り消すことはできません。
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サービスにリンクされたロールの削除 (IAM コンソール)
IAM コンソールを使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (コンソール)

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。ロール名または行そのものではなく、削除

するロールの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
3. [ロールのアクション] で、[ロールの削除] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、サービスの最終アクセス時間データを確認します。これは、選択した

それぞれのロールの AWS サービスへの最終アクセス時間を示します。これは、そのロールが現在ア
クティブであるかどうかを確認するのに役立ちます。続行するには、[はい、削除します] を選択しま
す。

5. IAM コンソール通知を見て、サービスにリンクされたロールの削除の進行状況を監視します。IAM 
サービスにリンクされたロールの削除は非同期であるため、削除するロールを送信すると、削除タス
クは成功または失敗する可能性があります。タスクが失敗した場合は、通知から [詳細を表示] または 
[リソースを表示] を選択して、削除が失敗した理由を知ることができます。そのロールで使用中のリ
ソースがサービスにあるために削除に失敗した場合、この失敗の理由にはリソースのリストも含まれ
ます。

サービスにリンクされたロールの削除 (AWS CLI)
AWS Command Line Interface から IAM コマンドを使用して、サービスにリンクされたロールを削除でき
ます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (AWS CLI)

1. サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから deletion-task-id を取得して、削除
タスクのステータスを確認する必要があります。サービスにリンクされたロールの削除リクエストを
送信するには、次のコマンドを入力します。

$ aws iam delete-service-linked-role --role-name service-linked-role-name

2. 削除タスクのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能
になります。

サービスにリンクされたロールの削除 (IAM API)
IAM API を使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (API)

1. サービスにリンクされたロールの削除リクエストを送信するには、DeleteServiceLinkedRole を呼び出
します。リクエストで、削除するロール名を指定します。

サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
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リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから DeletionTaskId を取得して、削除タ
スクのステータスを確認する必要があります。

2. 削除タスクのステータスを確認するには、GetServiceLinkedRoleDeletionStatus を呼び出します。リ
クエストで DeletionTaskId を指定します。

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能
になります。

CloudWatch Application Insights のサービスにリンク
されたロールの使用
CloudWatch Application Insights は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされ
たロールを使用します。サービスにリンクされたロールは、CloudWatch Application Insights に直接リン
クされた一意のタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、CloudWatch Application 
Insights によって事前定義されており、お客様の代わりにサービスから AWS の他のサービスを呼び出す必
要のある許可がすべて含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、CloudWatch Application Insights の設定が簡単になります。CloudWatch Application Insights は、
サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義されていない限り、CloudWatch 
Application Insights のみがロールを引き受けることができます。定義される許可は、信頼ポリシーと許可
ポリシーに含まれており、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携するAWS サービ
ス」を参照して、サービスにリンクされたロール列がはいになっているサービスを見つけてください。あ
り、のリンクをクリックすると、該当するサービスにリンクされたロールに関するドキュメントを表示で
きます。

CloudWatch Application Insights のサービスにリンクされたロー
ルのアクセス許可
CloudWatch Application Insights は、AWSServiceRoleForApplicationInsights という名前のサービ
スにリンクされたロールを使用します。Application Insights は、このロールを使用して、顧客のリ
ソースグループの分析、メトリクスにアラームを作成する CloudFormation スタックの作成、EC2 イ
ンスタンスでの CloudWatch Agent の設定などの操作を実行します。このサービスリンクロールに
は、CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy という名前の IAM ポリ
シーがアタッチされています。このポリシーの更新については、「AWS マネージドポリシーに対する 
Application Insights の更新 (p. 1227)」を参照してください

ロールのアクセス許可ポリシーは、リソースに対して以下のアクションを完了することを CloudWatch 
Application Insights に許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms", 
        "cloudwatch:GetMetricData", 
        "cloudwatch:ListMetrics", 
        "cloudwatch:PutMetricAlarm", 
        "cloudwatch:DeleteAlarms", 
        "cloudwatch:PutAnomalyDetector", 
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        "cloudwatch:DeleteAnomalyDetector", 
        "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:FilterLogEvents", 
        "logs:GetLogEvents", 
        "logs:DescribeLogStreams", 
        "logs:DescribeLogGroups" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "events:DescribeRule" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudFormation:CreateStack", 
        "cloudFormation:UpdateStack", 
        "cloudFormation:DeleteStack", 
        "cloudFormation:DescribeStackResources" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/ApplicationInsights-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudFormation:DescribeStacks", 
        "cloudFormation:ListStackResources", 
        "cloudFormation:ListStacks" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "tag:GetResources" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "resource-groups:ListGroupResources", 
        "resource-groups:GetGroupQuery", 
        "resource-groups:GetGroup" 
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      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "resource-groups:CreateGroup", 
        "resource-groups:DeleteGroup" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:resource-groups:*:*:group/ApplicationInsights-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ssm:PutParameter", 
        "ssm:DeleteParameter", 
        "ssm:AddTagsToResource", 
        "ssm:RemoveTagsFromResource", 
        "ssm:GetParameters" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:parameter/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ssm:CreateAssociation", 
        "ssm:UpdateAssociation", 
        "ssm:DeleteAssociation", 
        "ssm:DescribeAssociation" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
        "arn:aws:ssm:*:*:association/*", 
        "arn:aws:ssm:*:*:managed-instance/*", 
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-
ApplicationInsightsCloudwatchAgentInstallAndConfigure", 
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage", 
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": [ 
        "ssm:GetOpsItem", 
        "ssm:CreateOpsItem", 
        "ssm:DescribeOpsItems", 
        "ssm:UpdateOpsItem", 
        "ssm:DescribeInstanceInformation" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ssm:AddTagsToResource" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ssm:ListCommandInvocations", 
        "ssm:GetCommandInvocation" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "ssm:SendCommand", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CheckPerformanceCounterSets", 
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWS-ConfigureAWSPackage", 
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-DetectWorkload", 
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AmazonCloudWatch-ManageAgent" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeInstances", 
        "ec2:DescribeVolumes", 
        "ec2:DescribeVolumeStatus", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ec2:DescribeVpcAttribute", 
        "ec2:DescribeNatGateways" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "rds:DescribeDBInstances", 
        "rds:DescribeDBClusters" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
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        "lambda:ListFunctions", 
        "lambda:GetFunctionConfiguration", 
        "lambda:ListEventSourceMappings" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "events:PutRule", 
        "events:PutTargets", 
        "events:RemoveTargets", 
        "events:DeleteRule" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:events:*:*:rule/AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "xray:GetServiceGraph", 
        "xray:GetTraceSummaries", 
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics", 
        "xray:GetTraceGraph" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "dynamodb:ListTables", 
        "dynamodb:DescribeTable", 
        "dynamodb:DescribeContributorInsights", 
        "dynamodb:DescribeTimeToLive" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "application-autoscaling:DescribeScalableTargets" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:GetMetricsConfiguration", 
        "s3:GetReplicationConfiguration" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": [ 
        "states:ListStateMachines", 
        "states:DescribeExecution", 
        "states:DescribeStateMachine", 
        "states:GetExecutionHistory" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "apigateway:GET" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecs:DescribeClusters", 
        "ecs:DescribeContainerInstances", 
        "ecs:DescribeServices", 
        "ecs:DescribeTaskDefinition", 
        "ecs:DescribeTasks", 
        "ecs:DescribeTaskSets", 
        "ecs:ListClusters", 
        "ecs:ListContainerInstances", 
        "ecs:ListServices", 
        "ecs:ListTasks" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecs:UpdateClusterSettings" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ecs:*:*:cluster/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "eks:DescribeCluster", 
        "eks:DescribeFargateProfile", 
        "eks:DescribeNodegroup", 
        "eks:ListClusters", 
        "eks:ListFargateProfiles", 
        "eks:ListNodegroups", 
        "fsx:DescribeFileSystems", 
        "fsx:DescribeVolumes" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sns:GetSubscriptionAttributes", 
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        "sns:GetTopicAttributes", 
        "sns:GetSMSAttributes", 
        "sns:ListSubscriptionsByTopic", 
        "sns:ListTopics" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sqs:ListQueues" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:DeleteSubscriptionFilter" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:PutSubscriptionFilter" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:*", 
        "arn:aws:logs:*:*:destination:AmazonCloudWatch-ApplicationInsights-
LogIngestionDestination*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "route53:GetHostedZone", 
        "route53:GetHealthCheck", 
        "route53:ListHostedZones", 
        "route53:ListHealthChecks", 
        "route53:ListQueryLoggingConfigs" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroupAssociations", 
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroup", 
        "route53resolver:ListFirewallRuleGroups", 
        "route53resolver:ListResolverEndpoints", 
        "route53resolver:GetResolverQueryLogConfig", 
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        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigs", 
        "route53resolver:ListResolverQueryLogConfigAssociations", 
        "route53resolver:GetResolverEndpoint", 
        "route53resolver:GetFirewallRuleGroupAssociation" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービ
スにリンクされたロールの許可」を参照してください。

CloudWatch Application Insights 用のサービスにリンクされた
ロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console で新しい 
Application Insights アプリケーションを作成すると、CloudWatch Application Insights によってサービスに
リンクされたロールが作成されます。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じプロセスを使
用してアカウントにロールを再作成できます。新しい Application Insights アプリケーションを作成する
と、CloudWatch Application Insights によってサービスにリンクされたロールが再び作成されます。

CloudWatch Application Insights のサービスにリンクされたロー
ルの編集
CloudWatch Application Insights では、AWSServiceRoleForApplicationInsights のサービスにリンクされた
ロールを編集することはできません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティ
によってロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を
使用したロールの説明の編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクさ
れたロールの編集」を参照してください。

CloudWatch Application Insights のサービスにリンクされたロー
ルの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削
除することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリン
グまたはメンテナンスされることがなくなります。ただし、ロールを手動で削除する前に、Application 
Insights のすべてのアプリケーションを削除する必要があります。

Note

リソースを削除する際に、CloudWatch Application Insights のサービスでロールが使用されている
場合、削除は失敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから再度オペレーションを
実行してください。

AWSServiceRoleForApplicationInsights で使用される CloudWatch Application Insights リソースを
削除するには

• CloudWatch Application Insights アプリケーションをすべて削除します。詳細について
は、CloudWatch Application Insights ユーザーガイドの「アプリケーションの削除」を参照してくださ
い。
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IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForApplicationInsights の
サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリン
クされたロールの削除」を参照してください。

CloudWatch Application Insights のサービスにリンクされたロー
ルがサポートされるリージョン
CloudWatch Application Insights は、そのサービスを利用できるすべての AWS リージョンで、サービスに
リンクされたロールの使用をサポートします。詳細については、「CloudWatch Application Insights リー
ジョンとエンドポイント」を参照してください。

Amazon CloudWatch Application Insights の AWS マ
ネージドポリシー

ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明に
ついては、IAM ユーザーガイドのAWSジョブ機能の管理ポリシーを参照してください。

AWS マネージドポリシー: 
CloudWatchApplicationInsightsFullAccess

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーにより、Application Insights 機能へのフルアクセスを許可する管理者権限が付与されます。

許可の詳細
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このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• applicationinsights – Application Insights 機能へのフルアクセスを許可します。
• iam – Application Insights で、サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForApplicationInsights 

の作成を許可します。これは、Application Insights が顧客のリソースグループの分析、メトリクスに
アラームを作成する CloudFormation スタックの作成、EC2 インスタンスでの CloudWatch Agent の
設定などの操作を実行できるようにするために必要です。詳細については、「CloudWatch Application 
Insights のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1217)」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "applicationinsights:*", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeInstances", 
        "ec2:DescribeVolumes", 
        "rds:DescribeDBInstances", 
        "rds:DescribeDBClusters", 
        "sqs:ListQueues", 
        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth", 
        "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
        "lambda:ListFunctions", 
        "dynamodb:ListTables", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "sns:ListTopics", 
        "states:ListStateMachines", 
        "apigateway:GET", 
        "ecs:ListClusters", 
        "ecs:DescribeTaskDefinition", 
        "ecs:ListServices", 
        "ecs:ListTasks", 
        "eks:ListClusters", 
        "eks:ListNodegroups", 
        "fsx:DescribeFileSystems", 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:CreateServiceLinkedRole" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/application-insights.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForApplicationInsights" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:AWSServiceName": "application-insights.amazonaws.com" 
        } 
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      } 
    } 
  ]
}

AWS マネージドポリシー: 
CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess

CloudWatchApplicationInsightsReadOnlyAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーにより、Application Insights 機能への読み取り専用アクセスを許可する管理者権限が付与さ
れます。

許可の詳細

このポリシーには以下のアクセス許可が含まれています。

• applicationinsights – Application Insights 機能への読み取り専用アクセスを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "applicationinsights:Describe*", 
                "applicationinsights:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: 
CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy を IAM エンティティにアタッチすることはできま
せん。このポリシーは、Application Insights が顧客リソースを監視できるようにするサービスにリンクさ
れたロールにアタッチされます。詳細については、「CloudWatch Application Insights のサービスにリンク
されたロールの使用 (p. 1217)」を参照してください。

AWS マネージドポリシーに対する Application Insights の更新

Application Insights の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変
更の追跡を開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動通知を入手するに
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は、Application Insights ドキュメントの履歴 (p. 1272)ページから、RSS フィードにサブスクライブして
ください。

変更 説明 日付

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights 
に、CloudFormation スタックを
一覧表示するための新しい許可
が追加されました。

これらの許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
が CloudFormation スタックにネ
ストされている AWS リソースを
分析し、モニタリングするため
に必要です。

2023 年 4 月 24 日

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights が、Amazon 
VPC と Route 53 リソースのリス
トを取得するための新しい許可
を追加しました。

これらの許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
が Amazon CloudWatch でベス
トプラクティスのネットワーク
モニタリングを自動的にセット
アップするために必要です。

2023 年 1 月 23 日

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights が、SSM コ
マンドの呼び出し結果を取得す
るための新しい許可を追加しま
した。

これらの許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
が Amazon EC2 インスタンスで
実行されているワークロードを
自動的に検出し、モニタリング
するために必要です。

2022 年 12 月 19 日

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights が、Amazon 
VPC および Route 53 リソースを
記述するための新しい許可を追
加しました。

この許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
がお客様の Amazon VPC および 
Route 53 リソース設定を読み取
り、Amazon CloudWatch でベス
トプラクティスのネットワーク
モニタリングを自動的にセット
アップできるようにするために
必要です。

2022 年 12 月 19 日
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変更 説明 日付

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights が、EFS リ
ソースを記述するための新しい
許可を追加しました。

この許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
がお客様の Amazon EFS 
リソースの設定を読み取
り、CloudWatch で EFS モニタ
リングのベストプラクティスを
自動的にセットアップできるよ
うにするために必要です。

2022 年 10 月 3 日

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess (p. 1225)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights が、EFS 
ファイルシステムを記述する
ための新しい許可を追加しまし
た。

これらのアクセス許可
は、Amazon CloudWatch 
Application Insights がアカウント
内のサポートされているすべて
のリソースをクエリしてアカウ
ントベースのアプリケーション
を作成するために必要です。

2022 年 10 月 3 日

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights が、FSx リ
ソースに関する情報を取得する
ための新しい許可を追加しまし
た。

これらの許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
が基盤となる FSx ボリュームに
関する十分な情報を取得するこ
とで、ワークロードをモニタリ
ングするために必要です。

2022 年 9 月 12 日

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess (p. 1225)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights がロググルー
プを記述するための新しいアク
セス許可を追加しました。

このアクセス許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
で、新しいアプリケーションを
作成するときにロググループを
監視するための正しいアクセス
許可がアカウント内にあること
を確認するために必要です。

2022 年 1 月 24 日
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変更 説明 日付

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights が 
CloudWatch Logs サブスクリプ
ションフィルターを作成および
削除するための新しいアクセス
許可を追加しました。

これらのアクセス許可
は、Amazon CloudWatch 
Application Insights がサブスク
リプションフィルターを作成し
て、設定済みのアプリケーショ
ン内のリソースのログモニタリ
ングを容易にするために必要で
す。

2022 年 1 月 24 日

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess (p. 1225)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights では、Elastic 
Load Balancer のターゲットグ
ループとターゲットヘルスを記
述する新しいアクセス許可が追
加されました。

これらのアクセス許可
は、Amazon CloudWatch 
Application Insights がアカウント
内のサポートされているすべて
のリソースをクエリしてアカウ
ントベースのアプリケーション
を作成するために必要です。

2021 年 11 月 4 日

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights で
は、Amazon EC2 インスタン
スで AmazonCloudWatch-
ManageAgent SSM ドキュメン
トを実行する新しいアクセス許
可が追加されました。

このアクセス許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
が Application Insights で作成し
た CloudWatch エージェント設
定ファイルをクリーンアップす
るために必要です。

2021 年 9 月 30 日
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変更 説明 日付

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights では、アカウ
ントベースのアプリケーション
モニタリングをサポートする新
しいアクセス許可が追加され、
アカウント内のサポートされ
ているすべてのリソースをオン
ボードおよびモニタリングでき
るようになりました。

これらのアクセス許可
は、Amazon CloudWatch 
Application Insights がクエリ、リ
ソースのタグ付け、これらのリ
ソースのグループの作成を行う
のに必要です。

Application Insights では、SNS 
トピックのモニタリングをサ
ポートする新しいアクセス許可
が追加されました。

これらのアクセス許可
は、Amazon CloudWatch 
Application Insights が SNS リ
ソースからメタデータを収集
し、SNS トピックのモニタリン
グを設定するために必要です。

2021 年 9 月 15 日

CloudWatchApplicationInsightsFullAccess (p. 1225)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights では、サポー
トされているリソースを記述し
て一覧表示するための新しいア
クセス許可が追加されました。

これらのアクセス許可
は、Amazon CloudWatch 
Application Insights がアカウント
内のサポートされているすべて
のリソースをクエリしてアカウ
ントベースのアプリケーション
を作成するために必要です。

2021 年 9 月 15 日

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights では、FSx 
リソースを記述するための新し
いアクセス許可が追加されまし
た。

このアクセス許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
がお客様の FSx リソースの設定
を読み取り、CloudWatch によっ
てベストプラクティスの FSx 
モニタリングを自動的にセット
アップできるようにするために
必要なものです。

2021 年 8 月 31 日
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変更 説明 日付

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights では、ECS 
および EKS サービスリソースに
ついて説明および一覧表示する
新しいアクセス許可が追加され
ました。

このアクセス許可は、Amazon 
CloudWatch Application Insights 
がカスタマーコンテナリソース
の設定を読み取り、CloudWatch 
でベストプラクティスのコンテ
ナモニタリングを自動的にセッ
トアップできるようにするため
に必要です。

2021 年 5 月 18 日

CloudwatchApplicationInsightsServiceLinkedRolePolicy (p. 1227)
– 既存のポリシーの更新

Application Insights 
は、OpsCenter が opsitem リ
ソースタイプを持つリソース上
の ssm:AddTagsToResource
アクションを使用して OpsItems 
をタグ付けできるようにする新
しいアクセス許可を追加しまし
た。

このアクセス許可は OpsCenter 
で必要です。Amazon 
CloudWatch Application Insights 
は、お客様が AWS SSM 
OpsCenter を使用して問題を解
決できるように OpsItems を作成
します。

2021 年 4 月 13 日

Application Insights が変更の追跡
を開始しました

Application Insights は、AWS マ
ネージドポリシーの変更の追跡
を開始しました。

2021 年 4 月 13 日

Amazon CloudWatch の許可リファレンス
次の表は、各 CloudWatch API オペレーションや、そのアクションを実行するためにアクセス許可を付与
できる関連アクションを示しています。ポリシーの Action フィールドでアクションを指定し、ポリシー
の Resource フィールドでリソース値としてワイルドカード文字 (*) を指定します。

CloudWatch ポリシーで AWS 全体の条件キーを使用して、条件を表現できます。AWS 全体を対象とする
すべてのキーのリストについては、IAM ユーザーガイドの AWS グローバルキーと IAM 条件コンテキスト
キーを参照してください。

Note

アクションを指定するには、API オペレーション名の前に cloudwatch: プレフィックスを使
用します。例えば、cloudwatch:GetMetricData、cloudwatch:ListMetrics、または
cloudwatch:* (すべての CloudWatch アクションの場合)。

トピック
• CloudWatch API オペレーションおよびアクションに必要な許可 (p. 1233)
• CloudWatch Contributor Insights API オペレーションとアクションに必要な許可 (p. 1235)
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• CloudWatch Events API オペレーションおよびアクションに必要な許可 (p. 1236)
• CloudWatch Logs API オペレーションおよびアクションに必要な許可 (p. 1237)
• Amazon EC2 API オペレーションおよびアクションで必要な許可 (p. 1241)
• Amazon EC2 Auto Scaling API オペレーションとアクションに必要な許可 (p. 1241)

CloudWatch API オペレーションおよびアクションに必要な許可

CloudWatch API オペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

DeleteAlarms cloudwatch:DeleteAlarms

アラームを削除するのに必要です。

DeleteDashboards cloudwatch:DeleteDashboards

ダッシュボードを削除するために必要です。

DeleteMetricStream cloudwatch:DeleteMetricStream

メトリクスストリームを削除するために必要で
す。

DescribeAlarmHistory cloudwatch:DescribeAlarmHistory

アラーム履歴を表示するのに必要です。
複合アラームに関する情報を取得するに
は、cloudwatch:DescribeAlarmHistory
のアクセス許可に * の範囲が必要で
す。cloudwatch:DescribeAlarmHistory のア
クセス許可の範囲が狭い場合、複合アラームに関
する情報を返すことはできません。

DescribeAlarms cloudwatch:DescribeAlarms

アラームに関する情報を取得するために必要で
す。

複合アラームに関する情報を取得するに
は、cloudwatch:DescribeAlarms
のアクセス許可に * の範囲が必要で
す。cloudwatch:DescribeAlarms のアクセス
許可の範囲が狭い場合、複合アラームに関する情
報を返すことはできません。

DescribeAlarmsForMetric cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric

メトリクスのアラームを表示するのに必要です。

DisableAlarmActions cloudwatch:DisableAlarmActions

アラームアクションを無効にするのに必要です。

EnableAlarmActions cloudwatch:EnableAlarmActions

アラームアクションを有効にするのに必要です。

GetDashboard cloudwatch:GetDashboard
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CloudWatch API オペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)
既存のダッシュボードに関するデータを表示する
のに必要です。

GetMetricData cloudwatch:GetMetricData

CloudWatch コンソールでメトリクスデータをグラ
フ化し、大規模なメトリクスデータのバッチを取
得してそのデータで Metric Math を実行するために
必要となるものです。

GetMetricStatistics cloudwatch:GetMetricStatistics

CloudWatch コンソールの他の部分やダッシュボー
ドウィジェットにあるグラフを見るのに必要で
す。

GetMetricStream cloudwatch:GetMetricStream

メトリクスストリームに関する情報を表示するた
めに必要です。

GetMetricWidgetImage cloudwatch:GetMetricWidgetImage

1 つ以上の CloudWatch メトリクスのスナップ
ショットグラフをビットマップイメージとして取
得するために必要です。

ListDashboards cloudwatch:ListDashboards

アカウントで CloudWatch ダッシュボードのリス
トを表示するのに必要です。

ListMetrics cloudwatch:ListMetrics

CloudWatch コンソール内または CLI のメトリクス
名を表示または検索するのに必要です。ダッシュ
ボードウィジェットでメトリクスを選択するため
に必要です。

ListMetricStreams cloudwatch:ListMetricStreams

アカウント内のメトリクスストリームのリスト
を、表示または検索するために必要です。

PutCompositeAlarm cloudwatch:PutCompositeAlarm

複合アラームを作成するために必要です。

複合アラームを作成するに
は、cloudwatch:PutCompositeAlarm
のアクセス許可に * の範囲が必要で
す。cloudwatch:PutCompositeAlarm のアク
セス許可の範囲が狭い場合、複合アラームに関す
る情報を返すことはできません。
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CloudWatch API オペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

PutDashboard cloudwatch:PutDashboard

ダッシュボードを作成または既存のダッシュボー
ドを更新するのに必要です。

PutMetricAlarm cloudwatch:PutMetricAlarm

アラームを作成または更新するのに必要です。

PutMetricData cloudwatch:PutMetricData

メトリクスを作成するために必要です。

PutMetricStream cloudwatch:PutMetricStream

メトリクスストリームを作成するために必要で
す。

SetAlarmState cloudwatch:SetAlarmState

手動でアラームの状態を設定するのに必要です。

StartMetricStreams cloudwatch:StartMetricStreams

メトリクスストリームでメトリクスのフローを開
始するために必要です。

StopMetricStreams cloudwatch:StopMetricStreams

メトリクスストリーム内のメトリクスのフロー
を、一時的に停止するために必要です。

TagResource cloudwatch:TagResource

アラームや Contributor Insights ルールな
ど、CloudWatch リソースのタグを追加または更新
するために必要です。

UntagResource cloudwatch:UntagResource

CloudWatch リソースからタグを削除するために必
要です。

CloudWatch Contributor Insights API オペレーションとアクショ
ンに必要な許可

Important

ユーザーに cloudwatch:PutInsightRule アクセス許可を付与すると、デフォルトでは、その
ユーザーは CloudWatch Logs 内の任意のロググループを評価するルールを作成できます。特定の
ロググループを含める、および除外するユーザーのアクセス許可を制限する IAM ポリシー条件を
追加できます。詳細については、「Contributor Insights のユーザーのロググループへのアクセス
を制限するための条件キーの使用 (p. 1206)」を参照してください。
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Amazon CloudWatch の許可リファレンス

CloudWatch Contributor Insights API オペレーショ
ン

必要なアクセス許可 (API アクション)

DeleteInsightRules cloudwatch:DeleteInsightRules

Contributor Insights ルールを削除するために必要
です。

DescribeInsightRules cloudwatch:DescribeInsightRules

アカウントの Contributor Insights ルールを表示す
るために必要です。

EnableInsightRules cloudwatch:EnableInsightRules

Contributor Insights ルールを有効にするために必
要です。

GetInsightRuleReport cloudwatch:GetInsightRuleReport

Contributor Insights ルールによって収集された時
系列データおよびその他の統計情報を取得するた
めに必要です。

PutInsightRule cloudwatch:PutInsightRule

Contributor Insights ルールを作成するために必要
です。このテーブルの冒頭にある「重要」の注記
を参照してください。

CloudWatch Events API オペレーションおよびアクションに必要
な許可

CloudWatch Events API オペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

DeleteRule events:DeleteRule

ルールを削除するのに必要です。

DescribeRule events:DescribeRule

ルールについての詳細を一覧表示するのに必要で
す。

DisableRule events:DisableRule

ルールを無効にするのに必要です。

EnableRule events:EnableRule

ルールを有効にするのに必要です。

ListRuleNamesByTarget events:ListRuleNamesByTarget

ターゲットと関連付けられるルールを一覧表示す
るために必要です。
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Amazon CloudWatch の許可リファレンス

CloudWatch Events API オペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

ListRules events:ListRules

アカウントの全グループを一覧表示するために必
要です。

ListTargetsByRule events:ListTargetsByRule

ルールと関連付けられるすべてのターゲットを一
覧表示するために必要です。

PutEvents events:PutEvents

ルールと一致するカスタムイベントを追加するた
めに必要です。

PutRule events:PutRule

ルールを作成または更新するために必要です。

PutTargets events:PutTargets

ルールにターゲットを追加するために必要です。

RemoveTargets events:RemoveTargets

ターゲットをルールから削除するために必要で
す。

TestEventPattern events:TestEventPattern

特定のイベントに対してイベントパターンをテス
トするために必要です。

CloudWatch Logs API オペレーションおよびアクションに必要な
許可

CloudWatch Logs API のオペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

CancelExportTask logs:CancelExportTask

保留中または実行中のエクスポートタスクをキャ
ンセルするのに必要です。

CreateExportTask logs:CreateExportTask

ロググループから Amazon S3バケットにデータを
エクスポートするのに必要です。

CreateLogGroup logs:CreateLogGroup

新しいロググループを作成するのに必要です。

CreateLogStream logs:CreateLogStream

ロググループに新しいログストリームを作成する
のに必要です。
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Amazon CloudWatch の許可リファレンス

CloudWatch Logs API のオペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

DeleteDestination logs:DeleteDestination

ログ宛先を削除したり、サブスクリプションの
フィルタを無効化するのに必要です。

DeleteLogGroup logs:DeleteLogGroup

ロググループや関連したアーカイブログイベント
を削除するのに必要です。

DeleteLogStream logs:DeleteLogStream

ログストリームや関連したアーカイブログイベン
トを削除するのに必要です。

DeleteMetricFilter logs:DeleteMetricFilter

ロググループに関連したメトリクスフィルタを削
除するのに必要です。

DeleteQueryDefinition logs:DeleteQueryDefinition

CloudWatch Logs Insights で保存されたクエリ定
義を削除するのに必要です。

DeleteResourcePolicy logs:DeleteResourcePolicy

CloudWatch Logs リソースポリシーを削除するた
めに必要です。

DeleteRetentionPolicy logs:DeleteRetentionPolicy

ロググループの保持ポリシーを削除するのに必要
です。

DeleteSubscriptionFilter logs:DeleteSubscriptionFilter

ロググループに関連したサブスクリプションの
フィルタを削除するのに必要です。

DescribeDestinations logs:DescribeDestinations

アカウントに関連したすべての送信先を表示する
のに必要です。

DescribeExportTasks logs:DescribeExportTasks

アカウントに関連したすべてのエクスポートタス
クを表示するのに必要です。

DescribeLogGroups logs:DescribeLogGroups

アカウントに関連したすべてのロググループを表
示するのに必要です。

DescribeLogStreams logs:DescribeLogStreams

ロググループに関連したすべてのログストリーム
を表示するのに必要です。
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Amazon CloudWatch の許可リファレンス

CloudWatch Logs API のオペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

DescribeMetricFilters logs:DescribeMetricFilters

ロググループに関連したすべてのメトリクスを表
示するのに必要です。

DescribeQueryDefinitions logs:DescribeQueryDefinitions

CloudWatch Logs Insights で保存されたクエリ定
義のリストを表示するために必要です。

DescribeQueries logs:DescribeQueries

スケジュールされた、実行された、または最近実
行された CloudWatch Logs Insights クエリのリス
トを表示するために必要です。

DescribeResourcePolicies logs:DescribeResourcePolicies

CloudWatch Logs リソースポリシーのリストを表
示するために必要です。

DescribeSubscriptionFilters logs:DescribeSubscriptionFilters

ロググループに関連したすべてのサブスクリプ
ションフィルタを表示するのに必要です。

FilterLogEvents logs:FilterLogEvents

ロググループのフィルタパターンでログイベント
をソートするのに必要です。

GetLogEvents logs:GetLogEvents

ログストリームからログイベントを取得するのに
必要です。

GetLogGroupFields logs:GetLogGroupFields

ロググループのログイベントに含まれるフィール
ドのリストを取得するために必要です。

GetLogRecord logs:GetLogRecord

1 つのログイベントから詳細を取得するために必要
です。

GetQueryResults logs:GetQueryResults

CloudWatch Logs Insights クエリの結果を取得す
るために必要です。

ListTagsLogGroup logs:ListTagsLogGroup

ロググループに関連したタグをリストするのに必
要です。
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド
Amazon CloudWatch の許可リファレンス

CloudWatch Logs API のオペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

PutDestination logs:PutDestination

宛先ログストリーム (Kinesis ストリームなど) の作
成や更新に必要です。

PutDestinationPolicy logs:PutDestinationPolicy

既存のログ宛先に関連するアクセスポリシーの作
成や更新に必要です。

PutLogEvents logs:PutLogEvents

一連のログイベントをログストリームに更新する
のに必要です。

PutMetricFilter logs:PutMetricFilter

メトリクスフィルタの作成や更新、またはそれを
ロググループに関連付けるのに必要です。

PutQueryDefinition logs:PutQueryDefinition

CloudWatch Logs Insights にクエリを保存するた
めに必要です。

PutResourcePolicy logs:PutResourcePolicy

CloudWatch Logs リソースポリシーを作成するた
めに必要です。

PutRetentionPolicy logs:PutRetentionPolicy

ロググループでログイベント (保持) を維持する日
数を設定するのに必要です。

PutSubscriptionFilter logs:PutSubscriptionFilter

サブスクリプションフィルタの作成や更新、また
はそれをロググループに関連付けるのに必要で
す。

StartQuery logs:StartQuery

CloudWatch Logs Insights クエリを開始するため
に必要です。

StopQuery logs:StopQuery

進行中の CloudWatch Logs Insights クエリを停止
するために必要です。

TagLogGroup logs:TagLogGroup

ロググループのタグを追加または更新するのに必
要です。
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド
コンプライアンス検証

CloudWatch Logs API のオペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

TestMetricFilter logs:TestMetricFilter

ログイベントメッセージのサンプリングに対して
フィルタパターンをテストするのに必要です。

Amazon EC2 API オペレーションおよびアクションで必要な許可

Amazon EC2 API オペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

DescribeInstanceStatus ec2:DescribeInstanceStatus

EC2 インスタンスの状態の詳細を表示するのに必
要です。

DescribeInstances ec2:DescribeInstances

EC2 インスタンスの詳細を表示するのに必要で
す。

RebootInstances ec2:RebootInstances

EC2 インスタンスを再起動するために必要です。

StopInstances ec2:StopInstances

EC2 インスタンスを停止するのに必要です。

TerminateInstances ec2:TerminateInstances

EC2 インスタンスを削除するのに必要です。

Amazon EC2 Auto Scaling API オペレーションとアクションに必
要な許可

Amazon EC2 Auto Scaling API オペレーション 必要なアクセス許可 (API アクション)

スケーリング autoscaling:Scaling

Auto Scaling グループをスケーリングするために
必要です。

Trigger autoscaling:Trigger

Auto Scaling アクションをトリガーするために必
要です。

Amazon CloudWatch のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環として 
Amazon CloudWatch のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド
耐障害性

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる 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 内のレポートのダウンロード」「」を参照してください。

Amazon CloudWatch を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、データの機密性、企業のコンプ
ライアンス目的、適用法規によって決まります。AWS ではコンプライアンスに役立つ以下のリソースを用
意しています。

• 「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には、
アーキテクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベース
ライン環境をデプロイするためのステップが記載されています。

• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスホワイトペーパーのアーキテクチャの設計 - このホワイト
ペーパーでは、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– このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。

• AWS Configデベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 – AWS Configは、リソース設定が、社内
のプラクティス、業界のガイドラインそして規制にどの程度適合しているのかを評価します。

• AWS Security Hub– AWSのこのサービスは、 AWS内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括的
な見解を提供し、業界のセキュリティ標準、およびベストプラクティスに対するコンプライアンスを確
認するために役立ちます。

Amazon CloudWatch 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として構
築されます。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および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、ゾーン間で中断することなく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。

Amazon CloudWatch 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 CloudWatch Logs は、「Amazon Web Services: セキュリティプロセ
スの概要」ホワイトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護
されています。

AWS が公開した API コールを使用して、ネットワーク経由で Amazon CloudWatch 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 
以降を推奨します。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。
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド
ネットワークの隔離

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、
一時的な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。

ネットワークの隔離
Virtual Private Cloud (VPC) は、Amazon Web Services クラウド内の論理的に隔離された領域にある仮想
ネットワークです。サブネットは、ある範囲の IP アドレスが示す VPC 内の領域です。VPC のサブネッ
トに、さまざまな AWS リソースをデプロイできます。たとえば、サブネットに Amazon EC2 インスタン
ス、EMR クラスター、および DynamoDB テーブルをデプロイできます。詳細については、Amazon VPC 
ユーザーガイドを参照してください。

CloudWatch がパブリックインターネットを経由せずに VPC 内のリソースと通信できるようにするに
は、AWS PrivateLink を使用します。詳細については、「インターフェイス VPC エンドポイントでの 
CloudWatch および CloudWatch Synthetics の使用 (p. 1243)」を参照してください。

プライベートサブネットは、パブリックインターネットへのデフォルトルートを持たないサブネットで
す。プライベートサブネットに AWS リソースをデプロイしても、Amazon CloudWatch がリソースから組
み込みメトリクスを収集するのを防ぐことはできません。

プライベートサブネットの AWS リソースからカスタムメトリクスを発行する必要がある場合は、プロキ
シサーバーを使用して発行できます。プロキシサーバーは、これらの HTTPS 要求を CloudWatch のパブ
リック API エンドポイントに転送します。

AWS Security Hub
AWS Security Hub を使用して、セキュリティのベストプラクティスに関連する CloudWatch の使用状況
をモニタリングします。Security Hub は、セキュリティコントロールを使用してリソース設定とセキュリ
ティ標準を評価し、お客様がさまざまなコンプライアンスフレームワークに準拠できるようサポートしま
す。Security Hub を使用して CloudWatch リソースを評価する方法の詳細については、「AWS Security 
Hub ユーザーガイド」の「Amazon CloudWatch コントロール」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントでの 
CloudWatch および CloudWatch Synthetics の使用

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場
合、VPC、CloudWatch、および CloudWatch Synthetics の間のプライベート接続を確立できます。この接
続を使用すると、CloudWatch と CloudWatch Synthetics はパブリックインターネットを経由せずに VPC 
のリソースと通信できます。

Amazon VPC は、ユーザー定義の仮想ネットワークで AWS リソースを起動するために使用できる AWS 
のサービスです。VPC を使用すると、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲー
トウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC を CloudWatch または CloudWatch Synthetics 
に接続するには、VPC を AWS のサービスに接続するためのインターフェイス VPC エンドポイントを
定義します。このエンドポイントを使用すると、インターネットゲートウェイ、ネットワークアドレ
ス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要とせずに、信頼性の高いスケーラブルな方法で 
CloudWatch や CloudWatch Synthetics に接続できます。詳細については、『Amazon VPC ユーザーガイ
ド』の「Amazon VPCとは何か」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントは AWS PrivateLink を利用しています。これは、Elastic Network 
Interface とプライベート IP アドレスを使用して AWS のサービス間のプライベート通信を可能にする 
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AWS のテクノロジーです。詳細については、ブログ記事の新規 – AWS サービス用の AWS PrivateLink を
参照してください。

以下の手順は、Amazon VPC のユーザー向けです。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの開始
方法を参照してください。

CloudWatch VPC エンドポイント
現在、CloudWatch は以下の AWS リージョンで VPC エンドポイントをサポートしています。

• 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)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (香港)
• 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 (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)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

CloudWatch 用の VPC エンドポイントの作成
VPC で CloudWatch の使用を開始するには、CloudWatch のインターフェイス VPC エンドポイントを
作成します。サービス名として com.amazonaws.region.monitoring を選択します。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドのインターフェイスエンドポイントの作成を参照してください。

CloudWatch の設定を変更する必要はありません。CloudWatch は、パブリックエンドポイントまたはプラ
イベートインターフェイス VPC エンドポイントのうち使用中のいずれかを使用して、他の AWS サービス
を呼び出します。例えば、CloudWatch のインターフェイス VPC エンドポイントを作成し、VPC にある
リソースから CloudWatch に流れているメトリクスが既にある場合、それらのメトリクスはデフォルトで
インターフェイス VPC エンドポイントを通じて流れ始めます。

CloudWatch の VPC エンドポイントへのアクセスの制御
VPC エンドポイントポリシーは、エンドポイントの作成時または変更時にエンドポイントにアタッチす
る IAM リソースポリシーです。評価項目の作成時にポリシーを加えない場合、サービスへの数多くのアク
セスを許可する初期設定のポリシーがAmazon VPCによって自動的に接続されます。エンドポイントポリ
シーは、 ユーザーポリシーやサービス固有のポリシーを上書き、または置き換えません。これは、評価項
目から指定されたサービスへのアクセスを制御するための別のポリシーです。

評価項目のポリシーは、JSON形式で記載する必要があります。

1244

http://aws.amazon.com/blogs/aws/new-aws-privatelink-endpoints-kinesis-ec2-systems-manager-and-elb-apis-in-your-vpc/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/GetStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/GetStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html#create-interface-endpoint.html


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
CloudWatch Synthetics

詳細については、「Amazon VPCユーザーガイド」の「VPC評価項目によるサービスのアクセス制御」を
参照してください。

CloudWatch のエンドポイントポリシーの例を次に示します。このポリシーは、VPC を介して 
CloudWatch に接続するユーザーに対して、CloudWatch にメトリクスデータを送信することを許可し、他
の CloudWatch アクションを実行することを禁止します。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "PutOnly", 
      "Principal": "*", 
      "Action": [ 
        "cloudwatch:PutMetricData" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

CloudWatch の VPC エンドポイントポリシーを編集するには

1. Amazon VPCコンソール(https://console.aws.amazon.com/vpc/)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. CloudWatch のエンドポイントをまだ作成していない場合は、[Create Endpoint (エンドポイントの作

成)] を選択します。[com.amazonaws.region.monitoring] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択
します。

4. [com.amazonaws.region.monitoring] エンドポイントを選択し、[ポリシー] タブを選択します。
5. [ポリシーの編集] を選択し、変更を行います。

CloudWatch Synthetics の VPC エンドポイント
現在、CloudWatch Synthetics は次の AWS リージョンで VPC エンドポイントをサポートしています。

• 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)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (香港)
• 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 (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)
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CloudWatch Synthetics の VPC エンドポイントの作成
VPC で CloudWatch Synthetics の使用を開始するには、CloudWatch Synthetics 用のインターフェイス 
VPC エンドポイントを作成します。サービス名として com.amazonaws.region.synthetics を選択し
ます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのインターフェイスエンドポイントの作成を参照し
てください。

CloudWatch Synthetics の設定を変更する必要はありません。CloudWatch Synthetics は、パブリックエン
ドポイントまたはプライベートインターフェイス VPC エンドポイントのうち、いずれか使用中のエンド
ポイントを使用して、他の AWS サービスと通信します。例えば、CloudWatch Synthetics 用のインター
フェイス VPC エンドポイントを作成する場合、Amazon S3 用のゲートウェイエンドポイントが既にある
と、CloudWatch Synthetics はデフォルトでインターフェイス VPC エンドポイントを介して Amazon S3 
との通信を開始します。

CloudWatch Synthetics の VPC エンドポイントへのアクセスの
制御
VPC エンドポイントポリシーは、エンドポイントの作成時または変更時にエンドポイントにアタッチする 
IAM リソースポリシーです。エンドポイントの作成時にポリシーをアタッチしない場合、サービスへのフ
ルアクセスを許可するデフォルトのポリシーがアタッチされます。エンドポイントポリシーは、 ユーザー
ポリシーやサービス固有のポリシーを上書き、または置き換えません。これは、エンドポイントから指定
されたサービスへのアクセスを制御するための別のポリシーです。

エンドポイントポリシーは、VPC によって非公開で管理される Canary に影響します。プライベートサブ
ネットで実行される Canary には必要ありません。

エンドポイントのポリシーは、JSON 形式で記述される必要があります。

詳細については、「Amazon VPCユーザーガイド」の「VPC評価項目によるサービスのアクセス制御」を
参照してください。

CloudWatch Synthetics のエンドポイントポリシーの例を次に示します。このポリシーを使用する
と、VPC を介して CloudWatch Synthetics に接続するユーザーは、Canary とその実行に関する情報は表
示できますが、Canary を作成、変更、または削除することはできません。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "synthetics:DescribeCanaries", 
                "synthetics:GetCanaryRuns" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": "*" 
        } 
    ]
}

CloudWatch Synthetics の VPC エンドポイントポリシーを編集するには

1. Amazon VPCコンソール(https://console.aws.amazon.com/vpc/)を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. CloudWatch Synthetics のエンドポイントをまだ作成していない場合は、[エンドポイントの作成] を選

択します。[com.amazonaws.region.synthetics] を選択し、[エンドポイントの作成] を選択します。
4. [com.amazonaws.region.synthetics] エンドポイントを選択し、[ポリシー] タブを選択します。
5. [ポリシーの編集] を選択し、変更を行います。
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Synthetics Canary のセキュリティ上の考慮事項
次のセクションでは、Synthetics で Canary を作成および実行するときに考慮すべきセキュリティ上の問
題について説明します。

セキュリティで保護された接続を使用
Canary コードと Canary テストの実行結果には機密情報が含まれている可能性があるため、Canary は暗
号化されていない接続を介してエンドポイントに接続しないでください。https:// で始まる接続など、
常に暗号化された接続を使用してください。

Canary の命名に関する考慮事項
Canary の Amazon リソースネーム (ARN) は、CloudWatch Synthetics ラッパーライブラリの一部として
含まれている Puppeteer 主導の Chromium ブラウザからのアウトバウンド呼び出しの一部として、ユー
ザーエージェントヘッダーに含まれます。これにより、CloudWatch Synthetics Canary トラフィックを特
定し、電話をかける Canary に関連付けることができます。

Canary ARN には Canary 名が含まれます。専有情報を明らかにしない Canary の名前を選択してくださ
い。

また、Canary は、管理するウェブサイトとエンドポイントにのみ向けるようにしてください。

Canary コードに含まれるシークレットと機密情報
zip ファイルを使用して Canary コードを Canary に直接渡すと、スクリプトの内容を AWS CloudTrail ロ
グで確認することができます。

Canary スクリプトに機密情報やシークレット (アクセスキーやデータベース認証情報など) がある場合
は、Canary コードを zip ファイルで渡すのではなく、スクリプトをバージョン管理されたオブジェクトと
して Amazon S3 に保存し、Amazon S3 の場所を Canary に渡すことを強くお勧めします。

Canary スクリプトを渡すために zip ファイルを使用する場合は、Canary ソースコードにシークレットや
機密情報を含めないことを強くお勧めします。AWS Secrets Manager を使用してシークレットを安全に保
つ方法の詳細については、「AWS Secrets Manager の概要」を参照してください。

許可に関する考慮事項
CloudWatch Synthetics によって作成または使用されるリソースへのアクセスを制限することをお勧めしま
す。Canary がテストランの結果とログやスクリーンショットなどのその他のアーティファクトを保存する 
Amazon S3 バケットには、厳しいアクセス許可を使用します。

同様に、Canary ソースコードが保存されている場所に対するアクセス許可を厳しく保ち、Canary で使用
されている Lambda レイヤーや Lambda 関数をユーザーが誤ってまたは悪意を持って削除しないようにし
ます。

意図した Canary コードを確実に実行できるように、Canary コードが保存されている Amazon S3 バケッ
トでオブジェクトバージョニングを使用できます。次に、このコードを Canary として実行するように指
定すると、次の例のように、versionId オブジェクトをパスの一部として含めることができます。

https://bucket.s3.amazonaws.com/path/object.zip?versionId=version-id
https://s3.amazonaws.com/bucket/path/object.zip?versionId=version-id
https://bucket.s3-region.amazonaws.com/path/object.zip?versionId=version-id
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スタックトレースと例外メッセージ
デフォルトでは、CloudWatch Synthetics Canary は、スクリプトがカスタムであるか、設計図からのも
のであるかに関係なく、Canary スクリプトによってスローされた例外をキャプチャします。CloudWatch 
Synthetics は、例外メッセージとスタックトレースの両方を 3 つの場所に記録します。

• テストランを記述するときにデバッグを高速化する CloudWatch Synthetics サービス
• Lambda 関数が作成した設定に従って CloudWatch Logs に
• Synthetics ログファイル。これは、Canary の resultsLocation に設定した値で指定された Amazon 

S3 ロケーションにアップロードされるプレーンテキストファイルです。

送信および保存する情報を少なくする場合は、CloudWatch Synthetics ラッパーライブラリに戻る前に例外
をキャプチャできます。

また、エラーにリクエスト URL を設定することもできます。CloudWatch Synthetics は、スクリプト
によってスローされたエラーの URL をスキャンし、restrictedUrlParameters 設定に基づいて、それら
から制限された URL パラメータを編集します。スクリプトにエラーメッセージを記録している場合
は、getSanitizedErrorMessage  (p. 342) を使用して、ロギング前に URL を編集することができます。

IAM ロールの範囲を絞り込む
潜在的に悪意のある URL またはエンドポイントにアクセスするように Canary を設定しないことをお
勧めします。信頼できないウェブサイトやエンドポイントに Canary をポイントすると、Lambda 関数
コードが悪意のあるユーザーのスクリプトに公開される可能性があります。悪意のあるウェブサイトが 
Chromium から抜け出す可能性があると仮定すると、インターネットブラウザを使用して接続した場合と
同様の方法で Lambda コードにアクセスできる可能性があります。

スコープダウン許可を持つ IAM 実行ロールを使用して Lambda 関数を実行します。このようにし
て、Lambda 関数が悪意のあるスクリプトによって侵害された場合、Canary の AWS アカウントとして実
行するときに実行できるアクションに制限されます。

CloudWatch コンソールを使用して Canary を作成すると、そのコンソールはスコープダウン IAM 実行
ロールで作成されます。

機密データリダクション
CloudWatch Synthetics は、URL、ステータスコード、エラーの理由 (存在する場合)、およびリクエストと
レスポンスのヘッダーと本文をキャプチャします。これにより、Canary ユーザは、Canary を理解、モニ
タリング、デバッグすることができます。

次のセクションで説明する構成は、Canary 実行の任意の時点で設定できます。また、異なる Synthetics 
ステップに異なる設定を適用することもできます。

リクエスト URL
デフォルトでは、CloudWatch Synthetics ログは URL、ステータスコード、および Canary ログ内の各 
URL のステータス理由をリクエストします。リクエスト URL は、Canary 実行レポート、HAR ファイル
などにも表示できます。リクエスト URL には、アクセストークンやパスワードなどの機密性の高いクエリ
パラメータが含まれている場合があります。CloudWatch Synthetics によって機密情報が記録されないよう
に編集することができます。

機密情報を編集するには、設定プロパティ restrictedUrlParameters を設定します。詳細については、
「SyntheticsConfiguration クラス (p. 331)」を参照してください。これにより、CloudWatch Synthetics は 
URL パラメータ（パスおよびクエリパラメータ値を含む）をログを記録する前に restrictedUrlParameters
に基づいて編集します。スクリプトに URL を記録している場合は、getSanitizedUrl(url, stepConfig 
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= null) (p. 341) を使用して、ロギング前に URL を編集することができます。詳細については、
「SyntheticsLogHelper クラス (p. 341)」を参照してください。

ヘッダー
デフォルトでは、CloudWatch Synthetics はリクエスト/レスポンスヘッダーを記録しません。UI Canary 
の場合、これはランタイムバージョン syn-nodejs-puppeteer-3.2 以降を使用する Canary のデフォ
ルトの動作です。

ヘッダーに機密情報が含まれていない場合は、HAR ファイルおよび HTTP レポートでヘッダーを有効にす
るには、includeRequestHeaders および includeResponseHeaders プロパティを true に設定します。す
べてのヘッダーを有効にできますが、機密性の高いヘッダーキーの値を制限することを選択できます。例
えば、Canary によって生成されたアーティファクトから Authorization ヘッダーだけを編集するよう
に選択できます。

リクエストとレスポンスの本文
デフォルトでは、CloudWatch Synthetics はリクエスト/レスポンス本文を Canary ログまたはレポー
トに記録しません。この情報は、API Canary で特に有益です。Synthetics は、すべてのHTTPリクエ
ストをキャプチャし、ヘッダー、リクエスト、レスポンスの本文を表示できます。詳細については、
「executeHttpStep(stepName, requestOptions, [callback], [stepConfig]) (p. 351)」を参照してください。リ
クエスト/レスポンス本文を有効にするかどうかは、includeRequestBody および includeResponseBody プ
ロパティを true に設定することで選択できます。
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AWS CloudTrail を使用した Amazon 
CloudWatch API コールのログ記録

Amazon CloudWatch および CloudWatch Synthetics は、ユーザー、ロール、または AWS のサービスに
よって実行されたアクションを記録するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail 
は、AWS アカウントによって行われた API コール、またはそのアカウントの代わりに行われた API コー
ルをキャプチャします。キャプチャされるコールには、コンソールからの呼び出しと、API オペレーショ
ンへのコード呼び出しが含まれます。

証跡を作成する場合は、CloudWatch のイベントなど、S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配
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 [Event history] (イ
ベント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、CloudWatch 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、CloudTrail 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。

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 Element」(CloudTrail userIdentity 要素) を参照してください。

CloudWatch および CloudWatch Synthetics のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録
については、証跡を作成します。[trail] (証跡)より、CloudTrail はログファイルを S3 バケットに配信でき
ます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用さ
れます。追跡では、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がログに記録され、指定し
た S3 バケットにログファイルが配信されます。その他の AWS のサービスを設定して、CloudTrail ログで
収集されたデータをより詳細に分析し、それに基づく対応を行うことができます。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 のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

トピック
• CloudTrail の CloudWatch 情報 (p. 1251)
• CloudTrail の CloudWatch Internet Monitor (p. 1253)
• CloudTrail の CloudWatch Synthetics 情報 (p. 1254)
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CloudTrail の CloudWatch 情報
CloudWatch は、CloudTrail ログファイルのイベントとして以下のアクションを記録します。

• DeleteAlarms
• DeleteAnomalyDetector
• DeleteDashboards
• DescribeAlarmHistory
• DescribeAlarms
• DescribeAlarmsForMetric
• DescribeAnomalyDetectors
• DisableAlarmActions
• EnableAlarmActions
• GetDashboard
• ListDashboards
• PutAnomalyDetector
• PutDashboard
• PutMetricAlarm
• SetAlarmState

例: CloudWatch ログファイルのエントリ
次の例は、PutMetricAlarm アクションを示す CloudTrail ログエントリです。

{ 
    "Records": [{ 
        "eventVersion": "1.01", 
        "userIdentity": { 
            "type": "Root", 
            "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
            "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
            "accountId": "123456789012", 
            "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID" 
        }, 
        "eventTime": "2014-03-23T21:50:34Z", 
        "eventSource": "monitoring.amazonaws.com", 
        "eventName": "PutMetricAlarm", 
        "awsRegion": "us-east-1", 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
        "userAgent": "aws-sdk-ruby2/2.0.0.rc4 ruby/1.9.3 x86_64-linux Seahorse/0.1.0", 
        "requestParameters": { 
            "threshold": 50.0, 
            "period": 60, 
            "metricName": "CloudTrail Test", 
            "evaluationPeriods": 3, 
            "comparisonOperator": "GreaterThanThreshold", 
            "namespace": "AWS/CloudWatch", 
            "alarmName": "CloudTrail Test Alarm", 
            "statistic": "Sum" 
        }, 
        "responseElements": null, 
        "requestID": "29184022-b2d5-11e3-a63d-9b463e6d0ff0", 
        "eventID": "b096d5b7-dcf2-4399-998b-5a53eca76a27" 
    }, 
    ..additional entries 
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  ] 
  }

以下のログファイルエントリは、ユーザーが CloudWatch Events PutRule アクションを呼び出したこと
を示します。

{ 
         "eventVersion":"1.03", 
         "userIdentity":{ 
            "type":"Root", 
            "principalId":"123456789012", 
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:root", 
            "accountId":"123456789012", 
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "sessionContext":{ 
               "attributes":{ 
                  "mfaAuthenticated":"false", 
                  "creationDate":"2015-11-17T23:56:15Z" 
               } 
            } 
         }, 
         "eventTime":"2015-11-18T00:11:28Z", 
         "eventSource":"events.amazonaws.com", 
         "eventName":"PutRule", 
         "awsRegion":"us-east-1", 
         "sourceIPAddress":"AWS Internal", 
         "userAgent":"AWS CloudWatch Console", 
         "requestParameters":{ 
            "description":"", 
            "name":"cttest2", 
            "state":"ENABLED", 
            "eventPattern":"{\"source\":[\"aws.ec2\"],\"detail-type\":[\"EC2 Instance 
 State-change Notification\"]}", 
            "scheduleExpression":"" 
         }, 
         "responseElements":{ 
            "ruleArn":"arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/cttest2" 
         }, 
         "requestID":"e9caf887-8d88-11e5-a331-3332aa445952", 
         "eventID":"49d14f36-6450-44a5-a501-b0fdcdfaeb98", 
         "eventType":"AwsApiCall", 
         "apiVersion":"2015-10-07", 
         "recipientAccountId":"123456789012"
}

以下のログファイルエントリは、ユーザーが CloudWatch Logs CreateExportTask アクションを呼び出
したことを示します。

{ 
        "eventVersion": "1.03", 
        "userIdentity": { 
            "type": "IAMUser", 
            "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
            "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/someuser", 
            "accountId": "123456789012", 
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "userName": "someuser" 
        }, 
        "eventTime": "2016-02-08T06:35:14Z", 
        "eventSource": "logs.amazonaws.com", 
        "eventName": "CreateExportTask", 
        "awsRegion": "us-east-1", 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
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        "userAgent": "aws-sdk-ruby2/2.0.0.rc4 ruby/1.9.3 x86_64-linux Seahorse/0.1.0", 
        "requestParameters": { 
            "destination": "yourdestination", 
            "logGroupName": "yourloggroup", 
            "to": 123456789012, 
            "from": 0, 
            "taskName": "yourtask" 
        }, 
        "responseElements": { 
            "taskId": "15e5e534-9548-44ab-a221-64d9d2b27b9b" 
        }, 
        "requestID": "1cd74c1c-ce2e-12e6-99a9-8dbb26bd06c9", 
        "eventID": "fd072859-bd7c-4865-9e76-8e364e89307c", 
        "eventType": "AwsApiCall", 
        "apiVersion": "20140328", 
        "recipientAccountId": "123456789012"
}

CloudTrail の CloudWatch Internet Monitor
CloudWatch Internet Monitor では、CloudTrail ログファイルのイベントとして、次のアクションのログ記
録がサポートされています。(リリースでは、API リファレンスガイドへのリンクが追加されます。)

例: CloudWatch Internet Monitor ログファイルエント
リ
次の例は、ListMonitors アクションを示す CloudTrail Internet Monitor ログエントリです。

{ 
        "eventVersion": "1.08", 
        "userIdentity": { 
            "type": "AssumedRole", 
            "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
            "arn": "arn:aws:iam::000000000000:assumed-role/role_name", 
            "accountId":"123456789012", 
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "sessionContext": { 
                "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::000000000000:role/Admin", 
                "accountId":"123456789012", 
                "userName": "SAMPLE_NAME" 
                }, 
                "webIdFederationData": {}, 
                "attributes": { 
                    "creationDate": "2022-10-11T17:25:41Z", 
                    "mfaAuthenticated": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        "eventTime": "2022-10-11T17:30:18Z", 
        "eventSource": "internetmonitor.amazonaws.com", 
        "eventName": "ListMonitors", 
        "awsRegion": "us-east-2", 
        "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
        "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)", 
        "requestParameters": null, 
        "responseElements": null, 
        "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
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        "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb", 
        "readOnly": true, 
        "eventType": "AwsApiCall", 
        "managementEvent": true, 
        "recipientAccountId": "111122223333", 
        "eventCategory": "Management" 
    }

次の例は、CreateMonitor アクションを示す CloudTrail Internet Monitor ログエントリです。

{ 
        "eventVersion": "1.08", 
        "userIdentity": { 
            "type": "AssumedRole", 
            "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
            "arn": "arn:aws:iam::000000000000:assumed-role/role_name", 
            "accountId":"123456789012", 
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "sessionContext": { 
                "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::000000000000:role/Admin", 
                "accountId":"123456789012", 
                "userName": "SAMPLE_NAME" 
                }, 
                "webIdFederationData": {}, 
                "attributes": { 
                    "creationDate": "2022-10-11T17:25:41Z", 
                    "mfaAuthenticated": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        "eventTime": "2022-10-11T17:30:08Z", 
        "eventSource": "internetmonitor.amazonaws.com", 
        "eventName": "CreateMonitor", 
        "awsRegion": "us-east-2", 
        "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
        "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7)", 
        "requestParameters": { 
            "MonitorName": "TestMonitor", 
            "Resources": ["arn:aws:ec2:us-east-2:444455556666:vpc/vpc-febc0b95"], 
            "ClientToken": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333" 
        }, 
        "responseElements": { 
            "Arn": "arn:aws:internetmonitor:us-east-2:444455556666:monitor/ct-onboarding-
test", 
            "Status": "PENDING" 
        }, 
        "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111", 
        "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb", 
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsApiCall", 
        "managementEvent": true, 
        "recipientAccountId": "111122223333", 
        "eventCategory": "Management" 
    }

CloudTrail の CloudWatch Synthetics 情報
CloudWatch Synthetics は、CloudTrail ログファイルのイベントとして以下のアクションを記録します。
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• CreateCanary
• DeleteCanary
• DescribeCanaries
• DescribeCanariesLastRun
• DescribeRuntimeVersions
• GetCanary
• GetCanaryRuns
• ListTagsForResource
• StartCanary
• StopCanary
• TagResource
• UntagResource
• UpdateCanary

例: CloudWatch Synthetics のログファイルのエントリ
次の例は、DescribeCanaries アクションを示す CloudTrail Synthetics ログエントリです。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:assumed-role/role_name", 
        "accountId":"123456789012", 
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/Administrator", 
                "accountId":"123456789012", 
                "userName": "SAMPLE_NAME" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-04-08T21:43:24Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2020-04-08T23:06:47Z", 
    "eventSource": "synthetics.amazonaws.com", 
    "eventName": "DescribeCanaries", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.590 
 Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.212-b03 
 java/1.8.0_212 vendor/Oracle_Corporation", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "201ed5f3-15db-4f87-94a4-123456789", 
    "eventID": "73ddbd81-3dd0-4ada-b246-123456789", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

1255

https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_CreateCanary.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_DeleteCanary.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_DescribeCanaries.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_DescribeCanariesLastRun.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_DescribeRuntimeVersions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_GetCanary.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_GetCanaryRuns.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_ListTagsForResource.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_StartCanary.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_StopCanary.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_TagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_UntagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSynthetics/latest/APIReference/API_UpdateCanary.html


Amazon CloudWatch ユーザーガイド
例: CloudWatch Synthetics のログファイルのエントリ

次の例は、UpdateCanary アクションを示す CloudTrail Synthetics ログエントリです。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:assumed-role/role_name", 
        "accountId":"123456789012", 
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
               "type": "Role", 
                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/Administrator", 
       "accountId":"123456789012", 
                "userName": "SAMPLE_NAME" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-04-08T21:43:24Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2020-04-08T23:06:47Z", 
    "eventSource": "synthetics.amazonaws.com", 
    "eventName": "UpdateCanary", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.590 
 Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.212-b03 
 java/1.8.0_212 vendor/Oracle_Corporation", 
    "requestParameters": { 
        "Schedule": { 
            "Expression": "rate(1 minute)" 
        }, 
        "name": "sample_canary_name", 
        "Code": { 
            "Handler": "myOwnScript.handler", 
            "ZipFile": "SAMPLE_ZIP_FILE" 
        } 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "fe4759b0-0849-4e0e-be71-1234567890", 
    "eventID": "9dc60c83-c3c8-4fa5-bd02-1234567890", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

次の例は、GetCanaryRuns アクションを示す CloudTrail Synthetics ログエントリです。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:assumed-role/role_name", 
        "accountId":"123456789012", 
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
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                "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
                "arn": "arn:aws:iam::111222333444:role/Administrator", 
       "accountId":"123456789012", 
                "userName": "SAMPLE_NAME" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-04-08T21:43:24Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2020-04-08T23:06:30Z", 
    "eventSource": "synthetics.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetCanaryRuns", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.590 
 Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.212-b03 
 java/1.8.0_212 vendor/Oracle_Corporation", 
    "requestParameters": { 
        "Filter": "TIME_RANGE", 
        "name": "sample_canary_name", 
        "FilterValues": [ 
            "2020-04-08T23:00:00.000Z", 
            "2020-04-08T23:10:00.000Z" 
        ] 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "2f56318c-cfbd-4b60-9d93-1234567890", 
    "eventID": "52723fd9-4a54-478c-ac55-1234567890", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
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Amazon CloudWatch リソースにタグ
を付ける

タグは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるカスタム属性ラベルです。各タグは 2 つの
部分で構成されます。

• タグキー (例: CostCenter、Environment、または Project)。タグキーでは、大文字と小文字が区別
されます。

• タグ値として知られるオプションのフィールド (例: 111122223333 または Production)。タグ値を省
略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ値は大文字と小文字
が区別されます。

タグは、以下のことに役立ちます。

• AWS リソースの特定と整理。多くの AWS のサービスではタグ付けがサポートされるため、さまざまな
サービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すことができます。例えば、EC2 
インスタンスに割り当てる同じタグを CloudWatch ルールに割り当てることができます。

• AWS のコストの追跡。これらのタグは、AWS Billing and Cost Management ダッシュボードにアクティ
ブベースします。AWS では、タグを使用してコストを分類し、毎月のコスト割り当てレポートを設定す
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「コスト配分タグの使用」を参照し
てください。

以下のセクションでは、CloudWatch のタグに関する詳細を示します。

CloudWatch でサポートされるリソース
CloudWatch の次のリソースは、タグ付けをサポートしています。

• アラーム － アラームにタグを付けるには、tag-resource AWS CLI コマンドと TagResource API を使用
します。

• Canary – Canary にタグを付けるには、CloudWatch コンソールを使用できます。詳細については、
「Canary を作成する (p. 300)」を参照してください。

• Contributor Insights ルール － Contributor Insights ルールにタグを付けるには、そのルールの作成時に
put-insight-rule AWS CLI コマンドと PutInsightRule API を使用します。既存のルールにタグを追加する
には、tag-resource AWS CLI コマンドと TagResource API を使用できます。

• メトリクスストリーム － メトリクスストリームを作成する場合、put-metric-stream AWS CLI コマンド
と PutMetricStream API を使用して、メトリクスストリームにタグを付けることができます。既存のメ
トリクスストリームタグを追加するには、AWS CLI の tag-resource コマンドと TagResource API を使
用します。

タグの追加と管理の詳細については、「タグの管理 (p. 1258)」を参照してください。

タグの管理
タグは、リソースの Key および Value プロパティで構成されています。このようなプロパティの値を
追加、編集、削除するには、CloudWatch コンソール、AWS CLI、または CloudWatch API を使用できま
す。タグの使用については、以下を参照してください。
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• Amazon CloudWatch API リファレンスの TagResource、UntagResource、および ListTagsForResource
• Amazon CloudWatch CLI リファレンスの tag-resource、untag-resource、および list-tags-for-resource
• Resource Groups ユーザーガイドの「タグエディタの使用」

タグの命名規則と使用規則
CloudWatch リソースでのタグの使用には、次の基本的な命名規則と使用規則が適用されます。

• 各リソースには、最大 50 個のタグを設定できます。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は 

1 つのみです。
• タグキーの最大長は UTF-8 で 128 Unicode 文字です。
• タグ値の最大長は UTF-8 で 256 Unicode 文字です。
• 使用できる文字は、UTF-8 対応の文字、数字、スペースと、文字 (. : + = @ _ / -) (ハイフン) です。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。ベストプラクティスとして、タグを大文字にす

るための戦略を決定し、その戦略をすべてのリソースタイプにわたって一貫して実装します。たとえ
ば、Costcenter、costcenter、CostCenter を使用するかどうかを決定し、すべてのタグに同じ規
則を使用します。大文字と小文字の扱いについて、同様のタグに整合性のない規則を使用することは避
けてください。

• aws: プレフィックスは AWS の使用に予約されているため、タグで使用することはできません。このプ
レフィックスが含まれるタグのキーや値を編集または削除することはできません。このプレフィックス
を持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限にはカウントされません。
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Grafana の統合
Grafana バージョン 6.5.0 以降を使用して、コンテキストに応じて CloudWatch コンソールに進み、ワイ
ルドカードを使用してメトリクスの動的なリストをクエリできます。これは、Amazon Elastic Compute 
Cloud インスタンスやコンテナといった AWS リソースのメトリクスのモニタリングに役立ちます。Auto 
Scaling イベントの一部として新しいインスタンスが作成されると、自動的にグラフに表示されます。
新しいインスタンス ID を追跡する必要はありません。事前構築済みのダッシュボードにより、Amazon 
EC2、Amazon Elastic Block Store、AWS Lambda リソースのモニタリングを簡単に開始できます。

Grafana バージョン 7.0 以降を使用して、CloudWatch Logs のロググループに対して CloudWatch Logs 
Insights クエリを実行できます。クエリ結果は、棒グラフ、折れ線グラフ、積み上げグラフ、および表形
式で視覚化できます。CloudWatch Logs Insights の詳細については、「CloudWatch Logs Insights を使用
したログデータの分析」を参照してください。

開始方法の詳細については、Grafana Labs ドキュメントの「Grafana で AWS CloudWatch を使用する」
を参照してください。
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クロスアカウントクロスリージョン 
CloudWatch コンソール

メトリクス、ログ、トレースに対するクロスアカウントのオブザーバビリティと検出を最大限に活用する
には、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティを使用することをお勧めします。詳細について
は、「CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティ (p. 854)」を参照してください。

CloudWatch には、クロスアカウントクロスリージョン CloudWatch ダッシュボードも用意されていま
す。この機能により、ダッシュボード、アラーム、メトリクス、自動ダッシュボードをクロスアカウント
で確認することが可能になります。ログやトレースをクロスアカウントで確認することはできません。

CloudWatch のクロスアカウントオブザーバビリティも使用している場合、このクロスアカウント 
CloudWatch ダッシュボードのユースケースの 1 つは、CloudWatch クロスアカウントオブザーバビリティ
ソースアカウントに、別のソースアカウントのメトリクスを確認させることです。

このセクションでは、この後、クロスアカウントクロスリージョンダッシュボードについて説明します。
これを使用して、複数の AWS アカウントと複数の AWS リージョンからの CloudWatch データを 1 つの
ダッシュボードにまとめたダッシュボードを作成できます。別のアカウントにあるメトリックスを監視す
るアラームを 1 つのアカウントで作成することもできます。

多くの組織では、請求とセキュリティの境界を提供するために、AWS リソースを複数のアカウントにデプ
ロイしています。この場合、モニターリングアカウントとして 1 つまたは複数のアカウントを指定し、こ
れらのアカウントでクロスアカウントダッシュボードを構築することをお勧めします。

クロスアカウント機能は AWS Organizations と統合されているため、クロスアカウントダッシュボードを
効率的に構築できます。

クロスリージョン機能

クロスリージョン機能が自動的に組み込まれるようになりました。追加の手順を実行しなくても、単一の
アカウントで複数の異なるリージョンからのメトリクスを同じグラフや同じダッシュボードに表示できま
す。クロスリージョン機能はアラームではサポートされていないため、あるリージョンで作成したアラー
ムで別のリージョンのメトリクスをモニターリングすることはできません。

トピック
• CloudWatch でのクロスアカウント機能の有効化 (p. 1261)
• (オプション) との統合AWS Organizations (p. 1264)
• CloudWatch クロスアカウントセットアップのトラブルシューティング (p. 1264)
• クロスアカウント使用後の無効化とクリーンアップ (p. 1265)

CloudWatch でのクロスアカウント機能の有効化
CloudWatch コンソールでクロスアカウント機能を設定するには、CloudWatch コンソールを使用して共有
アカウントとモニターリングアカウントを設定します。

共有アカウントを設定する

モニターリングアカウントでデータを使用できるようにするには、各アカウントで共有を有効にする必要
があります。
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これにより、共有先のアカウントでクロスアカウントダッシュボードを表示するすべてのユーザーに対し
て、当該ユーザーが共有先のアカウントで対応する許可を有している場合は、ステップ 5 で選択した読み
取り専用許可が付与されます。

アカウントが他のアカウントと CloudWatch データを共有できるようにするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Share your CloudWatch data] (CloudWatch データを共有) で [Configure] (設定) を選択します。
4. [共有] で [特定のアカウント] を選択し、データを共有するアカウントの ID を入力します。

ここで指定したアカウントは、アカウントの CloudWatch データを表示できます。すでに認識してい
て信頼できるアカウントの ID のみを指定します。

5. [アクセス権限] で、次のいずれかのオプションを使用してデータを共有する方法を指定します。

• CloudWatch のメトリクス、ダッシュボード、アラームへの読み取り専用アクセスを提供する: この
オプションを使用すると、モニターリングアカウントで、アカウントの CloudWatch データが入っ
たウィジェットを含むクロスアカウントダッシュボードを作成できます。

• CloudWatch 自動ダッシュボードを含めます。このオプションを選択すると、モニターリングアカ
ウントのユーザーは、このアカウントの自動ダッシュボードの情報も表示できます。詳細について
は、「Amazon CloudWatch の開始方法 (p. 27)」を参照してください。

• ServiceLens への X-Ray 読み取り専用アクセスを含める: このオプションを選択すると、モニター
リングアカウントのユーザーは、このアカウントの ServiceLens サービスマップと X-Ray トレース
情報も表示できます。詳細については、「ServiceLens を使用したアプリケーションのヘルスのモ
ニターリング (p. 230)」を参照してください。

• アカウント内のすべての情報への完全な読み取り専用アクセス: このオプションを使用すると、共有
用のアカウントで、アカウントの CloudWatch データが入ったウィジェットを含むクロスアカウン
トダッシュボードを作成できます。また、これらのアカウントは、アカウントをより深く調べて、
他の AWS サービスのコンソールでアカウントのデータを表示することもできます。

6. [Launch CloudFormation template (CloudFormation の起動テンプレート)] を選択します。

確認画面で、「Confirm」と入力し、[起動テンプレート] を選択します。
7. [I acknowledge...] チェックボックスをオンにして、[スタックの作成] を選択します。

組織全体との共有

上記の手順を完了すると、アカウントが 1 つのアカウントとデータを共有できる IAM ロールが作成されま
す。組織内のすべてのアカウントとデータを共有する IAM ロールを作成または編集できます。これは、組
織内のすべてのアカウントについて認識していて、信頼できる場合にのみ実行してください。

これにより、共有先のアカウントでクロスアカウントダッシュボードを表示するすべてのユーザーに対し
て、当該ユーザーが共有先のアカウントで対応する許可を有している場合は、前の手順のステップ 5 で示
したポリシーにリストされた読み取り専用許可が付与されます。

組織内のすべてのアカウントと CloudWatch アカウントデータを共有するには

1. まだ 1 つの AWS アカウントとデータを共有していない場合は、上記の手順を完了します。
2. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン

ソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択します。
4. ロールのリストで、[CloudWatch-CrossAccountSharingRole] を選択します。
5. [信頼関係]、[信頼関係の編集] の順に選択します。

次のようなポリシーが表示されます。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

6. ポリシーを次のように変更し、 org-id を組織の ID に置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "*" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:PrincipalOrgID": "org-id" 
        } 
      } 

    } 
  ]
}

7. [Update Trust Policy] (信頼ポリシーの更新) をクリックします。

監視アカウントを設定

クロスアカウント CloudWatch データを表示する場合は、各モニターリングアカウントを有効にします。

次の手順を完了すると、CloudWatch は、モニターリングアカウントで CloudWatch を使用して他のアカ
ウントから共有されるデータにアクセスする、サービスにリンクされたロールを作成します。このサー
ビスリンクロールは、AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount と呼ばれます。詳細については、
「CloudWatch のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 1208) 」を参照してください。

クロスアカウント CloudWatch データをアカウントで表示できるようにするには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Settings] (設定) を選択してから、[Cross-account cross-region] (クロスア

カウントクロスリージョン) セクションで、[Configure] (設定) を選択します。
3. [View cross-account cross-region] (クロスアカウントクロスリージョンを表示) セクション

で、[Enable] (有効化) を選択し、[Show selector in the console] (コンソールにセレクタを表示する) 
チェックボックスをオンにして、メトリクススのグラフ化またはアラームの作成時にアカウントセレ
クターが CloudWatch コンソールに表示されるようにします。

4. [View cross-account cross-region (クロスアカウントクロスリージョンの表示)] で、次のいずれかのオ
プションを選択します。

• アカウント ID の入力: このオプションでは、クロスアカウントデータを表示するときにアカウント
を切り替えるたびに、手動でアカウント ID を入力するように求められます。
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• AWS Organization アカウントセレクタ。このオプションを使用すると、Organizations とのクロス
アカウント統合の完了時に指定したアカウントが表示されます。次回コンソールを使用すると、ク
ロスアカウントデータを表示したとき、CloudWatch にこれらのアカウントのドロップダウンリス
トが表示され、アカウントを選択できます。

これを行うには、最初に組織のマネジメントアカウントを使用して、CloudWatch が組織内のアカ
ウントのリストを参照できるようにする必要があります。詳細については、「(オプション) との統
合AWS Organizations (p. 1264)」を参照してください。

• カスタムアカウントセレクタ: このオプションでは、アカウント ID のリストを入力するように求め
られます。次回コンソールを使用すると、クロスアカウントデータを表示したとき、CloudWatch 
にこれらのアカウントのドロップダウンリストが表示され、アカウントを選択できます。

また、表示するアカウントを選択するときに識別しやすくするため、各アカウントのラベルを入力
することもできます。

ユーザーがここで行うアカウントセレクタ設定は、そのユーザーに対してのみ保持され、モニター
リングするアカウント内の他のすべてのユーザーに対しては保持されません。

5. [Enable] (有効化) を選択します。

この設定を完了すると、クロスアカウントダッシュボードを作成できます。詳細については、「クロスア
カウントクロスリージョンダッシュボード (p. 35)」を参照してください。

(オプション) との統合AWS Organizations
クロスアカウント機能を AWS Organizations と統合する場合は、モニターリングアカウントとして使用で
きる組織内のすべてのアカウントのリストを作成する必要があります。

クロスアカウント CloudWatch 機能を有効にして、組織内のすべてのアカウントのリストにアク
セスするには

1. 組織の管理アカウントにサインインします。
2. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで、[設定] を選択し、[設定] を選択します。
4. [Grant permission to view the list of accounts in the organization (組織内のアカウントのリストを表示

するアクセス権限を付与)] で、[Specific accounts (特定のアカウント)] を選択すると、アカウント ID 
のリストの入力を求められます。組織内のアカウントのリストは、ここで指定したアカウントとのみ
共有されます。

5. [Share organization account (組織アカウントリストの共有)] を選択します。
6. [Launch CloudFormation template (CloudFormation の起動テンプレート)] を選択します。

確認画面で、「Confirm」と入力し、[起動テンプレート] を選択します。

CloudWatch クロスアカウントセットアップのトラ
ブルシューティング

このセクションでは、CloudWatch でのクロスアカウントコンソールのデプロイに関するトラブルシュー
ティングのヒントを示します。

クロスアカウントデータの表示時にアクセス拒否エラーが発生する

以下を確認してください。
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• モニターリングアカウントには、AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount という名前のロー
ルが必要です。ない場合は、このロールを作成する必要があります。詳細については、「Set Up a 
Monitoring Account (p. 1263)」を参照してください。

• 各共有アカウントには、CloudWatch-CrossAccountSharingRole という名前のロールが必要で
す。ない場合は、このロールを作成する必要があります。詳細については、「Set Up A Sharing 
Account (p. 1261)」を参照してください。

• 共有ロールは、モニターリングアカウントを信頼する必要があります。

CloudWatch クロスアカウントコンソール用にロールが正しく設定されていることを確認するには

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択します。
3. ロールのリストで、必要なロールが存在することを確認します。共有アカウント

で、CloudWatch-CrossAccountSharingRole を探します。モニターリングアカウント
で、AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount を探します。

4. 共有アカウントを使用していて、CloudWatch-CrossAccountSharingRole がすでに存在する場合
は、CloudWatch-CrossAccountSharingRole を選択します。

5. [信頼関係]、[信頼関係の編集] の順に選択します。
6. ポリシーに、モニターリングアカウントのアカウント ID、またはモニターリングアカウントを含む組

織の組織 ID のいずれかが表示されていることを確認します。

コンソールにアカウントドロップダウンが表示されない

まず、前のトラブルシューティングのセクションで説明したように、正しい IAM ロールが作成さ
れていることを確認します。正しく設定されている場合は、「Enable Your Account to View Cross-
Account Data (p. 1263)」で説明されているように、このアカウントでクロスアカウントデータを表示
できるようにしてください。

クロスアカウント使用後の無効化とクリーンアップ
CloudWatch のクロスアカウント機能を無効にするには、以下のステップに従います。

ステップ 1: クロスアカウントスタックまたはロールを削除する

最善の方法は、クロスアカウント機能を有効にするために使用された AWS CloudFormation スタックを削
除することです。

• 各共有アカウントで、CloudWatch-CrossAccountSharingRole スタックを削除します。
• AWS Organizations を使用して、組織内のすべてのアカウントでクロスアカウント機能を有効にしてい

た場合は、組織の管理アカウントにある CloudWatch-CrossAccountListAccountsRole スタックを削除し
ます。

クロスアカウント機能を有効にするために AWS CloudFormation スタックを使用していない場合は、以下
の操作を行います。

• 各共有アカウントで、CloudWatch-CrossAccountSharingRole IAM ロールを削除します。
• AWS Organizations を使用して、組織内のすべてのアカウントでクロスアカウント機能を有効にしてい

た場合は、組織の管理アカウントで CloudWatch-CrossAccountSharing-ListAccountsRole IAM ロールを
削除します 。

ステップ 2: サービスにリンクされたロールを削除する
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モニターリングアカウントで、AWSServiceRoleForCloudWatchCrossAccount サービスにリンクされた 
IAM ロールを削除します。
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CloudWatch サービスのクォータ
CloudWatch には、メトリクス、アラーム、API リクエスト、E メール通知に関する次のクォータがありま
す。

リソース デフォルトのクォータ

アラームアクション 5/アラーム。このクォータは変更できません。

アラームの評価期間 使用された評価期間数をアラーム期間に乗算して算出される
最大値は、1 日 (86,400 秒) です。このクォータは変更できま
せん。

Alarms 10/月/顧客で無料。追加のアラームには料金が発生します。

アカウントあたりのアラームの合計数に制限はありません。

メトリクスの数式に基づくアラームには、最大 10 個のメト
リクスを持つことができます。

異常検出モデル アカウントごと、リージョンごとに 500。

API リクエスト 1,000,000/月/顧客で無料。

Canary リージョンごと、アカウントごとに 200

クォータの引き上げをリクエストできます。

Contributor Insights API リクエスト 次の API には、リージョンごとに 1 秒あたりのトランザク
ション (TPS) 数が 20 のクォータがあります。

• DescribeInsightRules

クォータは変更できません。
• GetInsightRuleReport

クォータの引き上げをリクエストできます。

次の API には、リージョンごとに 5 TPS のクォータがありま
す。このクォータは変更できません。

• DeleteInsightRules
• PutInsightRule

次の API には、リージョンあたり 1 TPS のクォータがありま
す。このクォータは変更できません。

• DisableInsightRules
• EnableInsightRules

Contributor Insights のルール アカウントあたりリージョンごとに 100 個のルール

クォータの引き上げをリクエストできます。

カスタムメトリクス クォータなし。
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リソース デフォルトのクォータ

ダッシュボード ダッシュボードあたり最大 500 メトリクス。ダッシュボー
ドウィジェットあたり最大 500 メトリクス。すべてのウィ
ジェットでダッシュボードあたり最大 2500 メトリクス。

これらのクォータには、メトリクスがグラフに表示されてい
ない場合でも、メトリクス数学関数で使用するために取得さ
れたすべてのメトリクスが含まれます。

これらのクォータは変更できません。

DescribeAlarms リージョンあたり毎秒 9 トランザクション (TPS) スロットリ
ングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーションリクエス
トの最大数。

クォータの引き上げをリクエストできます。

DeleteAlarms リクエスト

DescribeAlarmHistory リクエスト

DisableAlarmActions リクエスト

EnableAlarmActions リクエスト

SetAlarmState リクエスト

これらのオペレーションごとに、リージョンあたり 3 TPS ス
ロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーション
リクエストの最大数。

これらのクォータは変更できません。

DescribeAlarmsForMetric リクエスト リージョンあたり 9 TPS。スロットリングなしで 1 秒あたり
に実行できるオペレーションリクエストの最大数。

このクォータは変更できません。

DeleteDashboards リクエスト

GetDashboard リクエスト

ListDashboards リクエスト

PutDashboard リクエスト

これらのオペレーションごとに、リージョンあたり 10 TPS 
スロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーショ
ンリクエストの最大数。

これらのクォータは変更できません。

PutAnomalyDetector

DescribeAnomalyDetectors

リージョンあたり 10 TPS スロットリングなしで 1 秒あたり
に実行できるオペレーションリクエストの最大数。

DeleteAnomalyDetector リージョンあたり 5 TPS スロットリングなしで 1 秒あたりに
実行できるオペレーションリクエストの最大数。

ディメンション 30/メトリック。このクォータは変更できません。
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リソース デフォルトのクォータ

GetMetricData Metrics Insights クエリを含むオペレーションでは、リージョ
ンあたり 10 TPS です。Metrics Insights クエリを含まないオ
ペレーションの場合、クォータはリージョンあたり 50 TPS 
です。これは、スロットリングなしで 1 秒あたりに実行でき
るオペレーションリクエストの最大数です。クォータの引き
上げをリクエストできます。

Metrics Insights クエリを含む GetMetricDataオペレーショ
ンでは、直近の 3 時間のクォータは 4,300,000 データポイン
ト/秒 (DPS) です。これは、クエリによってスキャンされた
データポイントの総数に対して計算されます (10,000 を超え
るメトリクスを含めることはできません)。

API リクエストで使用される StartTime が現在の時刻より 
3 時間以内である場合は、180,000 Datapoints Per Second 
(DPS)。StartTime が現在の時刻より 3 時間を超える場合
は、396,000 DPS。これは、スロットリングなしで 1 つ以上
の API コールを使用して 1 秒あたりにリクエストできるデー
タポイントの上限です。このクォータは変更できません。

DPS は、実際のデータポイントではなく、推定データポイ
ントに基づいて計算されます。推定データポイントは、リク
エストされた時間範囲、期間、および保持期間を使用して計
算されます。つまり、リクエストされたメトリクスの実際の
データポイントがスパースまたは空の場合でも、推定データ
ポイントがクォータを超えていれば、スロットリングが発生
します。DPS クォータはリージョン単位です。

GetMetricData 1 つの GetMetricData コールには、最大 500 の
MetricDataQuery 構造を含めることができます。

このクォータは変更できません。

GetMetricStatistics リージョンあたり 400 TPS。スロットリングなしで 1 秒あた
りに実行できるオペレーションリクエストの最大数。

クォータの引き上げをリクエストできます。

GetMetricWidgetImage イメージあたり最大 500 メトリクス。このクォータは変更で
きません。

リージョンあたり 20 TPS。スロットリングなしで 1 秒あた
りに実行できるオペレーションリクエストの最大数。この
クォータは変更できません。

ListMetrics リージョンあたり 25 TPS スロットリングなしで 1 秒あたり
に実行できるオペレーションリクエストの最大数。

クォータの引き上げをリクエストできます。

メトリクスデータストレージ 15 か月。このクォータは変更できません。

メトリクスデータ値 メトリクスデータポイントの値は、-2^360～2^360 の範囲内
である必要があります。特殊な値 (NaN、+Infinity、-Infinity な
ど) はサポートされていません。このクォータは変更できませ
ん。
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リソース デフォルトのクォータ

MetricDatum 項目 1000/PutMetricData リクエスト。1 つの MetricDatum オブ
ジェクトに単一値、または多数の値を表す StatisticSet オブ
ジェクトを含めることができます。このクォータは変更でき
ません。

メトリクス 10/月/顧客で無料。

Metrics Insights クエリ 1 つのクエリで処理できるメトリクスは 10,000 個以下で
す。つまり、SELECT 句、FROM 句、および WHERE 句が 
10,000 を超えるメトリクスと一致した場合、見つかったこれ
らのメトリクスのうち最初の 10,000 のみがクエリによって処
理されます。

1 つのクエリで 500 を超える時系列を返すことはできませ
ん。

直近 3 時間分のデータにのみクエリを実行できます

OAM API のリクエストレートです。 PutSinkPolicy の場合、リージョンあたり 1 TPS です。

他の各 CloudWatch OAM API の場合、リージョンあたり 10 
TPS です。

これらのクォータには、スロットリングなしで 1 秒あたりに
実行できるオペレーションリクエストの最大数が反映されま
す。

これらのクォータは変更できません。

OAM ソースアカウントリンク 各ソースアカウントは、最大 5 つのモニタリングアカウント
にリンクできます。

このクォータは変更できません。

OAM シンク アカウントあたり 1 つのシンク

このクォータは変更できません。

PutCompositeAlarm リクエスト リージョンあたり 3 TPS スロットリングなしで 1 秒あたりに
実行できるオペレーションリクエストの最大数。

クォータの引き上げをリクエストできます。

PutMetricAlarm リクエスト リージョンあたり 3 TPS スロットリングなしで 1 秒あたりに
実行できるオペレーションリクエストの最大数。

クォータの引き上げをリクエストできます。

PutMetricData リクエスト HTTP POST リクエストでは 1 MB。PutMetricData は、ス
ロットリングなしで 1 秒あたりに実行できるオペレーション
リクエストの最大数として、500 件のトランザクション/秒 
(TPS) を処理できます。PutMetricData はリクエストごと
に 1000 件を処理できます。

クォータの引き上げをリクエストできます。

Amazon SNS メール通知 1,000/月/顧客で無料。
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リソース デフォルトのクォータ

Synthetics グループ アカウントあたり 20 個。

このクォータは変更できません。
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ドキュメント履歴
次の表に、2018 年 6 月以降の Amazon CloudWatch ユーザーガイドの各リリースにおける重要な変更点を
示します。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

変更 説明 日付

CloudWatch RUM がカスタ
ムメトリクスのサポートを追
加 (p. 1272)

CloudWatch RUM アプリ
ケーションモニタを使用
してカスタムメトリクス
を作成し、CloudWatch と 
CloudWatch Evidently に
送信できます。この機能に
は、AmazonCloudWatchRUMServiceRolePolicy
管理 IAM ポリシーの更新が
含まれます。そのポリシーで
は、条件キーが変更されたた
め、CloudWatch RUM がカスタ
ムメトリクスをカスタムメトリク
ス名前空間に送信できるようにな
りました。

2023 年 2 月 9 日

CloudWatch の新しいマネージド
ポリシーと更新されたマネージ
ドポリシー (p. 1272)

CloudWatch クロスアカ
ウントオブザーバビリ
ティをサポートするため
に、CloudWatchFullAccess
および
CloudWatchReadOnlyAccess
ポリシーが更新され、新しい
マネージドポリシーである
OAMReadOnlyAccess、CloudWatchCrossAccountSharingConfiguration、
および OAMFullAccess が追加
されました。詳細については、
「CloudWatch の AWS マネージ
ドポリシーへの更新」を参照して
ください。

2023 年 2 月 7 日

CloudWatch Application Insights 
サービスリンクロールポリシー
の更新 – 既存のポリシーに対す
る更新です。 (p. 1217)

CloudWatch Application Insights 
が既存の AWS サービスリンク
ロールポリシーを更新しました。

2022 年 12 月 19 日

Amazon CloudWatch Application 
Insights が Container Insights 
コンソールからコンテナ化され
たアプリケーションとマイクロ
サービスをサポート。 (p. 674)

Container Insights ダッシュ
ボードに、Amazon ECS お
よび Amazon EKS について 
CloudWatch Application Insights 
が検出した問題を表示できます。

2021 年 11 月 17 日

Amazon CloudWatch Application 
Insights による SAP HANA デー
タベースのモニタリング (p. 674)

Application Insights を使用し
て、SAP HANA データベースを
モニタリングできます。

2021 年 11 月 15 日

Amazon CloudWatch Application 
Insights がアカウント内のすべて
のリソースのモニタリングをサ
ポート。 (p. 674)

アカウント内のすべてのリソース
をオンボードし、モニタリングで
きます。

2021 年 9 月 15 日
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Amazon CloudWatch Application 
Insights が Amazon FSx をサ
ポート。 (p. 674)

Amazon FSx から取得したメトリ
クスをモニターリングできます。

2021 年 8 月 31 日

SDK メトリクスのサポートは終
了しました。 (p. 1272)

CloudWatch SDK メトリクスの
サポートは終了しました。

2021 年 8 月 25 日

コンテナモニタリングをセッ
トアップするための Amazon 
CloudWatch Application Insights 
サポート。 (p. 674)

Amazon CloudWatch Application 
Insights では、ベストプラクティ
スを使用してコンテナをモニター
リングできます。

2021 年 5 月 18 日

Metric Streams を一般提
供 (p. 1272)

Metric Streams を使用すると、
選択した送信先に対し、継続的
に CloudWatch メトリクスをスト
リーミングできます。詳細につい
ては、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドの「Metric Streams」
を参照してください。

2021 年 3 月 31 日

Amazon CloudWatch Application 
Insights が、Amazon RDS お
よび Amazon EC2 上の Oracle 
データベースをモニタリングし
ます。 (p. 674)

Amazon CloudWatch Application 
Insights を使用して、Oracle から
取得したメトリクスとログをモニ
ターリングできます。

2021 年 1 月 16 日

Lambda Insights を一般提
供 (p. 1272)

CloudWatch Lambda Insights 
は、 で実行されているサーバー
レスアプリケーション用のモニ
タリングおよびトラブルシュー
ティングソリューションです
AWS Lambda 詳細について
は、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドの「Lambda Insight 
の利用」を参照してください。

2020 年 12 月 3 日

Amazon CloudWatch Application 
Insights が、Prometheus JMX 
Exporter メトリクスをモニタリ
ングします。 (p. 674)

Amazon CloudWatch 
Application Insights を使用し
て、Prometheus JMX Exporter か
ら取得したメトリクスをモニター
リングできます。

2020 年 11 月 20 日

CloudWatch Synthetics が新しい
ランタイムバージョンをリリー
ス (p. 1272)

CloudWatch Synthetics は、新
しいランタイムバージョンをリ
リースしました。詳細について
は、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドの「Canary のランタ
イムバージョン」を参照してくだ
さい。

2020 年 9 月 11 日

Amazon CloudWatch Application 
Insights が、Amazon RDS およ
び Amazon EC2 上の Postgre 
SQL をモニタリングしま
す。 (p. 674)

Amazon RDS または Amazon 
EC2 で実行されている 
PostgreSQL で構築されたアプリ
ケーションをモニターリングでき
ます。

2020 年 9 月 11 日
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド

CloudWatch がダッシュボード共
有をサポート (p. 1272)

組織や AWS アカウント以外の
ユーザーと CloudWatch ダッシュ
ボードを共有できるようになりま
した。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの
「CloudWatch ダッシュボードの
共有」を参照してください。

2020 年 9 月 10 日

CloudWatch Application Insights 
のバックエンドで SQL Server を
使用して、.NET アプリケーショ
ンのモニターをセットアップし
ます (p. 674)

ドキュメントのチュートリア
ルを使用すると、CloudWatch 
Application Insights のバック
エンドで SQL Server を使用し
て、.NET アプリケーションのモ
ニターをセットアップできます。

2020 年 8 月 19 日

AWS CloudFormation 
が、Amazon CloudWatch 
Application Insights アプリ
ケーションをサポートしま
す。 (p. 674)

AWS CloudFormation テンプ
レートから、主要メトリクスや
テレメトリを含む CloudWatch 
Application Insights モニターリン
グをアプリケーション、データ
ベース、ウェブサーバーに追加で
きます。

2020 年 7 月 30 日

Amazon CloudWatch Application 
Insights が、Aurora for MySQL 
データベースクラスターをモニ
タリングします。 (p. 674)

Amazon CloudWatch Application 
Insights を使用して、Aurora for 
MySQL データベースクラスター 
(RDS Aurora) をモニターリング
できます。

2020 年 7 月 2 日

CloudWatch Contributor Insights 
の一般提供 (p. 1272)

CloudWatch Contributor Insights 
の一般提供が開始されました。
ログデータを分析し、コントリ
ビューターデータを表示する時系
列を作成できます。トップ N コ
ントリビューター、一意のコン
トリビューターの合計数、およ
びそれらの使用状況に関するメ
トリクスを確認できます。詳細に
ついては、Amazon CloudWatch 
ユーザーガイドの「Contributor 
Insights を使用した高カーディナ
リティデータの分析」を参照して
ください。

2020 年 4 月 2 日

CloudWatch Synthetics のプレ
ビュー公開 (p. 1272)

CloudWatch Synthetics がプレ
ビュー公開されました。Canary 
を作成して、エンドポイントと 
API を監視できます。詳細につい
ては、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドの「Canary の使用」
を参照してください。

2019 年 11 月 25 日
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド

CloudWatch Contributor Insights 
のプレビュー公開 (p. 1272)

CloudWatch Contributor Insights 
がプレビュー公開されました。
ログデータを分析し、コントリ
ビューターデータを表示する時系
列を作成できます。トップ N コ
ントリビューター、一意のコン
トリビューターの合計数、およ
びそれらの使用状況に関するメ
トリクスを確認できます。詳細に
ついては、Amazon CloudWatch 
ユーザーガイドの「Contributor 
Insights を使用した高カーディナ
リティデータの分析」を参照して
ください。

2019 年 11 月 25 日

CloudWatch で ServiceLens 機能
を提供開始 (p. 1272)

ServiceLens は、トレース、メ
トリクス、ログ、アラームを 1 
か所に統合することで、サービ
スとアプリケーションの監視性
を強化します。ServiceLens で
は、CloudWatch と AWS X-Ray 
を統合して、アプリケーショ
ンのエンドツーエンドのビュー
が提供されます。詳細について
は、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドの「ServiceLens を使
用したアプリケーションのヘルス
のモニタリング」を参照してくだ
さい。

2019 年 11 月 21 日

CloudWatch を使用して AWS の
サービスのクォータをプロアク
ティブに管理する (p. 1272)

CloudWatch を使用して AWS の
サービスクォータをプロアクティ
ブに管理できます。CloudWatch 
使用状況メトリクスにより、ア
カウントのリソースの使用状況
と API オペレーションを視覚的
に把握できます。詳細について
は、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドから Service Quotas 
の統合と使用状況メトリクスを参
照してください。

2019 年 11 月 19 日

アラームの状態の変化に応じて 
CloudWatch からイベントを送信
する (p. 1272)

CloudWatch アラームの状態が
変更されると、CloudWatch が 
Amazon EventBridge にイベン
トを送信するようになりまし
た。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイ
ドの「アラームイベントと 
EventBridge」を参照してくださ
い。

2019 年 10 月 8 日
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Container Insights (p. 1272) CloudWatch Container Insights 
の一般提供が開始されました。
コンテナ化されたアプリケーショ
ンとマイクロサービスのメトリク
スとログを収集、集計、要約でき
ます。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの
「Container Insights の使用」を
参照してください。

2019 年 8 月 30 日

Amazon EKS および Kubernetes 
での Container Insights プ
レビューメトリクスの更
新 (p. 1272)

Amazon EKS と Kubernetes 
の Container Insights パブリッ
クプレビューが更新されまし
た。InstanceId がクラスター 
EC2 インスタンスにディメン
ションとして含まれるように
なりました。これにより、こ
れらのメトリクスで作成され
たアラームが EC2 アクション 
(Stop、Terminate、Reboot、
または Recover) をトリガーで
きるようになります。さらに、
ポッドとサービスメトリクスが 
Kubernetes 名前空間によってレ
ポートされるようになりました。
これにより、名前空間ごとのメト
リクスのモニタリングとアラーム
が簡素化されます。

2019 年 8 月 19 日

AWS Systems Manager 
OpsCenter 統合の更新 (p. 1272)

CloudWatch Application Insights 
と Systems Manager OpsCenter 
を統合する方法に関する更新。

2019 年 8 月 7 日

CloudWatch 使用状況メトリク
ス (p. 1272)

CloudWatch 使用状況メトリクス
は、CloudWatch リソースの使用
状況を追跡し、サービスの制限内
に抑えるのに役立ちます。詳細に
ついては、「」を参照してくださ
いhttps://docs.aws.amazon.com/ 
AmazonCloudWatch/latest/ 
monitoring/CloudWatch-Usage-
Metrics.html

2015 年 8 月 6 日

CloudWatch Container Insights 
のプレビュー公開 (p. 1272)

CloudWatch Container Insights 
がプレビュー公開されました。
コンテナ化されたアプリケーショ
ンとマイクロサービスのメトリク
スとログを収集、集計、要約でき
ます。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの
「Container Insights の使用」を
参照してください。

2019 年 7 月 9 日
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CloudWatch 異常検出パブリック
プレビュー (p. 1272)

CloudWatch 異常検出が
プレビュー公開されまし
た。CloudWatch は、メトリクス
の過去のデータに機械学習アルゴ
リズムを適用して、メトリクスの
期待値のモデルを作成します。こ
のモデルは、可視化やアラームの
設定に使用できます。詳細につい
ては、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドの「CloudWatch 異常
検出の使用」を参照してくださ
い。

2019 年 7 月 9 日

CloudWatch Application 
Insights for .NET and SQL 
Server (p. 1272)

CloudWatch Application Insights 
for .NET and SQL Server を使用
すると、.NET と SQL Server ア
プリケーションの監視が容易に
なります。アプリケーションのリ
ソースを監視する最適な条件を設
定し、データを継続的に分析して
アプリケーションの問題の徴候を
検出できます。

2019 年 6 月 21 日

CloudWatch エージェントセク
ションの再編成 (p. 1272)

CloudWatch エージェントのド
キュメントは、特にコマンドラ
インを使用してエージェントを
インストールおよび設定してい
るお客様に対する明確さを高める
ように書き直されました。詳細に
ついては、Amazon CloudWatch 
ユーザーガイドの「CloudWatch 
エージェントを使用して Amazon 
EC2 インスタンスとオンプレミ
スサーバーからメトリクスとロ
グを収集する」を参照してくださ
い。

2019 年 3 月 28 日

メトリクス数式に SEARCH 関数
を追加 (p. 1272)

メトリクス数式で SEARCH 関
数を使用できるようになりまし
た。これにより、検索クエリに
一致する新しいリソースが作成
されると自動的に更新されるダッ
シュボードを作成することができ
ます。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの
「グラフで検索式を使用する」を
参照してください。

2019 年 3 月 21 日
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Amazon CloudWatch ユーザーガイド

エンタープライズサポートの 
AWS SDK メトリクス (p. 1272)

SDK メトリクスは、AWS サービ
スのヘルスを評価し、アカウン
トの使用制限への到達やサービス
停止などによるレイテンシーを診
断する場合に役立ちます。詳細に
ついては、Amazon CloudWatch 
ユーザーガイドの AWS SDK メ
トリクスを使用したアプリケー
ションのモニタリングを参照して
ください。

2018 年 12 月 11 日

数式に基づくアラーム (p. 1272) CloudWatch では、メトリクスの
数式に基づくアラームを作成でき
ます。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの
「数式に基づくアラーム」を参照
してください。

2018 年 11 月 20 日

新しい CloudWatch コンソール
のホームページ (p. 1272)

Amazon は CloudWatch コンソー
ルの新しいホームページを作成
しました。このホームページ
には、使用している AWS の各
サービスの主要なメトリクスと
アラームが自動的に表示されま
す。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの
「Amazon CloudWatch の開始方
法」を参照してください。

2018 年 11 月 19 日

CloudWatch エージェントの 
AWS CloudFormation テンプレー
ト (p. 1272)

Amazon は、CloudWatch エー
ジェントのインストールと
更新に役立つ複数の AWS 
CloudFormation テンプレー
トをアップロードしていま
す。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの
AWS CloudFormation を使用
して新しいインスタンスに 
CloudWatch エージェントをイン
ストールするを参照してくださ
い。

2018 年 11 月 9 日

CloudWatch エージェントの機能
強化 (p. 1272)

CloudWatch エージェント
は、StatsD プロトコルと collectd 
プロトコルの両方で動作するよ
うに更新されました。また、
クロスアカウントのサポート
も強化されました。詳細につ
いては、Amazon CloudWatch 
ユーザーガイドの StatsD を使
用したカスタムメトリクスの取
得、collectd を使用したカスタム
メトリクスの取得、別の AWS ア
カウントへのメトリクスおよびロ
グの送信を参照してください。

2018 年 9 月 28 日

1278

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-SDK-Metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-SDK-Metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-SDK-Metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html#alarms-on-metric-math-expressions
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/GettingStarted.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Install-CloudWatch-Agent-New-Instances-CloudFormation.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Install-CloudWatch-Agent-New-Instances-CloudFormation.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Install-CloudWatch-Agent-New-Instances-CloudFormation.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Install-CloudWatch-Agent-New-Instances-CloudFormation.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-custom-metrics-statsd.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-custom-metrics-statsd.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-custom-metrics-statsd.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-custom-metrics-collectd.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-custom-metrics-collectd.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-common-scenarios.html#CloudWatch-Agent-send-to-different-AWS-account
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-common-scenarios.html#CloudWatch-Agent-send-to-different-AWS-account
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Agent-common-scenarios.html#CloudWatch-Agent-send-to-different-AWS-account


Amazon CloudWatch ユーザーガイド

Amazon VPC エンドポイントの
サポート (p. 1272)

これで、VPC と CloudWatch 
との間でプライベート接続を
確立できます。詳細について
は、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドの「インターフェ
イス VPC エンドポイントでの 
CloudWatch の使用」を参照して
ください。

2018 年 28 月 6 日

次の表に、2018 年 6 月以前の Amazon CloudWatch ユーザーガイドの重要な変更点を示します。

変更 説明 リリース日

Metric Math CloudWatch メトリクスで数式を実行し、ダッシュ
ボードでグラフに追加できる新しい時系列を生成でき
るようになりました。詳細については、「」を参照し
てくださいMetric Math を使用する (p. 138)

2018 年 4 月 4 日

「N 個中 M 個」の
アラーム

アラーム評価間隔中、「N 個中 M 個」のデータポイン
トに基づいてトリガーするようにアラームを設定でき
るようになりました。詳細については、「」を参照し
てくださいアラームの評価 (p. 181)

2017 年 12 月 8 日

CloudWatch エー
ジェント

新しい統合 CloudWatch エージェントがリリースされ
ました。統一された複数プラットフォームエージェン
トを使用して、Amazon EC2 インスタンスとオンプ
レミスサーバーからカスタムのシステムメトリクス
とログファイルの両方を収集できます。新しいエー
ジェントでは Windows と Linux の両方がサポート
され、CPU あたりのコアのようなサブリソースメ
トリクスなど、収集するメトリクスをカスタマイズ
できます。詳細については、「」を参照してくださ
いCloudWatch エージェントを使用して Amazon EC2 
インスタンスとオンプレミスサーバーからメトリクス
とログを収集する (p. 866)

2017 年 9 月 7 日

NAT ゲートウェイ
メトリクス

Amazon VPC NAT ゲートウェイのメトリクスを追加
しました。

2017 年 9 月 7 日

高解像度のメトリ
クス

オプションでカスタムメトリクスを高解像度メトリク
スとして設定し、詳細度は最小 1 秒を指定できます。
詳細については、「」を参照してください高解像度の
メトリクス (p. 177)

2017 年 7 月 26 日

ダッシュボード 
API

API と を使用して、ダッシュボードを作成、変更、お
よび削除できるようになりましたAWS CLI 詳細につい
ては、「」を参照してくださいCloudWatch ダッシュ
ボードの作成 (p. 34)

2017 年 7 月 6 日

AWS Direct 
Connect のメトリ
クス

追加された のメトリクスAWS Direct Connect 2017 年 6 月 29 日

Amazon VPC VPN 
メトリクス

Amazon VPC VPN メトリクスを追加しました。 2017 年 5 月 15 日
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変更 説明 リリース日

AppStream 2.0 メ
トリクス

AppStream 2.0 のメトリクスを追加しました。 2017 年 3 月 8 日

CloudWatch コン
ソールカラーピッ
カー

ダッシュボードウィジェットで各メトリックの色を今
すぐ選択できます。詳細については、「」を参照して
ください CloudWatch ダッシュボードでグラフを編集
する  (p. 42)

2017 年 2 月 27 日

ダッシュボードの
アラーム

アラームはダッシュボードに今すぐ追加できます。詳
細については、「」を参照してください CloudWatch 
ダッシュボードでアラームウィジェットを追加または
削除する  (p. 60)

2017 年 2 月 15 日

Amazon Polly のメ
トリクスを追加

Amazon Polly のメトリクスを追加しました。 2016 年 12 月 1 日

Amazon Kinesis 
Data Analytics の
メトリクスを追加

Amazon Kinesis Data Analytics のメトリクスを追加し
ました。

2016 年 12 月 1 日

パーセンタイル統
計のサポートの追
加

小数点以下最大 2 桁を使用して、任意のパーセンタイ
ルを指定できます (p95.45 など)。詳細については、
「」を参照してくださいパーセンタイル (p. 7)

2016 年 11 月 17 日

Simple Email 
Service のメトリ
クスを追加

Amazon Simple Email Service のメトリクスを追加し
ました。

2016 年 11 月 2 日

更新したメトリク
スの保持

Amazon CloudWatch では、14 日間ではなく、15 か
月の間メトリクスデータが保持されるようになりまし
た。

2016 年 11 月 1 日

更新されたメトリ
クスコンソールイ
ンターフェイス

CloudWatch コンソールは既存の機能と新しい機能を
よりよくすることで、更新されます。

2016 年 11 月 1 日

Amazon Elastic 
Transcoder のメト
リクスを追加

Amazon Elastic Transcoder のメトリクスを追加しまし
た。

2016 年 ９ 月 20 日

Amazon API 
Gateway のメトリ
クスを追加

Amazon API Gateway のメトリクスを追加しました。 2016 年 ９ 月 9 日

追加された の
メトリクスAWS 
Key Management 
Service

追加された のメトリクスAWS Key Management 
Service

2016 年 ９ 月 9 日

Elastic Load 
Balancing でサ
ポートされる新
しい Application 
Load Balancers の
メトリクスを追加

Application Load Balancers のメトリクスを追加しまし
た。

2016 年 8 月 11 日

1280



Amazon CloudWatch ユーザーガイド

変更 説明 リリース日

Amazon EC2 
用の新しい 
NetworkPacketsIn 
と 
NetworkPacketsOut 
のメトリクスを追
加しました。

Amazon EC2 用の新しい NetworkPacketsIn と 
NetworkPacketsOut のメトリクスを追加しました。

2016 年 3 月 23 日

Amazon EC2 ス
ポットフリートの
新しいメトリクス
を追加

Amazon EC2 スポットフリートの新しいメトリクスを
追加しました。

2016 年 3 月 21 日

新しい 
CloudWatch Logs 
メトリクスを追加

新しい CloudWatch Logs メトリクスを追加しました。 2016 年 3 月 10 日

Amazon 
OpenSearch 
Service および 
AWS WAF メト
リクスとディメン
ションを追加しま
した

Amazon OpenSearch Service および AWS WAF メト
リクスとディメンションを追加しました。

2015 年 10 月 14 日

CloudWatch ダッ
シュボードのサ
ポートを追加

ダッシュボードは、異なるリージョンに広がってい
ても、1 つの画面でリソースをモニタリングできる 
CloudWatch コンソールにあるカスタマイズ可能な
ホームページです。詳細については、「」を参照し
てくださいAmazon CloudWatch ダッシュボードの使
用 (p. 33)

2015 年 10 月 8 日

AWS Lambda のメ
トリクスとディメ
ンションを追加

AWS Lambda のメトリクスとディメンションが追加さ
れました。

2015 年 9 月 4 日

Amazon Elastic 
Container Service 
のメトリクスと
ディメンションを
追加

Amazon Elastic Container Service のメトリクスとディ
メンションを追加しました。

2015 年 8 月 17 日

Amazon Simple 
Storage Service の
メトリクスとディ
メンションを追加

Amazon Simple Storage Service のメトリクスとディ
メンションを追加しました。

2015 年 7 月 26 日

新機能: アラームア
クションの再起動

再起動アラームアクションと、アラームアクションで
使用する新しい IAM ロールが追加されました。詳細に
ついては、「」を参照してくださいEC2 インスタンス
を停止、終了、再起動、または復旧するアラームを作
成する (p. 212)

2015 年 7 月 23 日
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Amazon 
WorkSpaces のメ
トリックスとディ
メンションが追加
されました。

Amazon WorkSpaces のメトリックスとディメンショ
ンが追加されました。

2015 年 4 月 30 日

Amazon Machine 
Learning のメト
リクスとディメン
ションを追加

Amazon Machine Learning のメトリクスとディメン
ションを追加しました。

2015 年 4 月 9 日

新機能: Amazon 
EC2 インスタンス
の復旧アラームア
クション

アラームアクションが更新され、新しい EC2 インスタ
ンス復旧アクションが含まれるようになりました。詳
細については、「」を参照してくださいEC2 インスタ
ンスを停止、終了、再起動、または復旧するアラーム
を作成する (p. 212)

2015 年 3 月 12 日

Amazon 
CloudFront 
と Amazon 
CloudSearch のメ
トリクスとディメ
ンションを追加

Amazon CloudFront と Amazon CloudSearch のメトリ
クスとディメンションを追加しました。

2015 年 3 月 6 日

Amazon Simple 
Workflow Service 
のメトリクスと
ディメンションを
追加

Amazon Simple Workflow Service のメトリクスとディ
メンションを追加しました。

2014 年 9 月 5 日

のサポート追加に
関するガイドを更
新しましたAWS 
CloudTrail

Amazon CloudWatch のアクティビティをログに記録
するために AWS CloudTrail を使用する方法について
説明する新しいトピックを追加しました。詳細につ
いては、「」を参照してくださいAWS CloudTrail を
使用した Amazon CloudWatch API コールのログ記
録 (p. 1250)

2014 年 4 月 30 日

新しい AWS 
Command Line 
Interface (AWS 
CLI) の使用ガイド

AWS CLI は複数のサービス間で用いることができる 
CLI であり、簡潔なインストール、統合された設定、
整合性のあるコマンドライン構文が特長です。AWS 
CLI は Linux/Unix、Windows、および Mac でサポー
トされます。このガイドに示す CLI の例は、新しい 
AWS CLI を用いることができるように更新されまし
た。

新しい AWS CLI をインストールして設定する方法に
ついては、AWS Command Line Interface ユーザーガ
イドの AWS CLI インターフェイスの設定を参照して
ください。

2014 年 2 月 21 日

Amazon Redshift 
と AWS OpsWorks 
のメトリクスと
ディメンションを
追加しました

Amazon Redshift と AWS OpsWorks のメトリクスと
ディメンションを追加しました。

2013 年 7 月 16 日
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Amazon Route 53 
のメトリクスと
ディメンションを
追加しました

Amazon Route 53 のメトリクスとディメンションを追
加しました。

2013 年 6 月 26 日

新機能: Amazon 
CloudWatch ア
ラームアクション

ドキュメント「Amazon CloudWatch アラームア
クション」に新しいセクションが追加されまし
た。Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスの停
止または終了に参照できます。詳細については、「」
を参照してくださいEC2 インスタンスを停止、終了、
再起動、または復旧するアラームを作成する (p. 212)

2013 年 1 月 8 日

EBS メトリクスを
更新

プロビジョニングされた IOPS ボリューム用の 2 つの
新しいメトリクスを含むように EBS メトリクスを更
新しました。

2012 年 11 月 20 日

新しい請求アラー
ト

Amazon CloudWatch メトリクスを用いて AWS の変
化をモニタリングするとともに、アラームを作成して
指定されたしきい値を超えた場合に通知できるように
なりました。詳細については、「」を参照してくださ
いAWS の予想請求額をモニタリングする請求アラー
ムの作成 (p. 218)

2012 年 5 月 10 日

新しいメトリクス さまざまな HTTP 応答コードをカウントできる 6 つの
新しい Elastic Load Balancing メトリクスが利用でき
るようになりました。

2011 年 10 月 19 日

新機能 Amazon EMR からメトリクスにアクセスできるように
なりました。

2011 年 6 月 30 日

新機能 Amazon Simple Notification Service および Amazon 
Simple Queue Service からメトリクスにアクセスでき
るようになりました。

2011 年 7 月 14 日

新機能 PutMetricData API を使用したカスタムメトリクス
のパブリッシュに関する情報を追加しました。詳細に
ついては、「」を参照してください カスタムメトリク
スをパブリッシュする (p. 177)

2011 年 5 月 10 日

更新したメトリク
スの保持

Amazon CloudWatch によるアラーム履歴の保持期間
が 6 週間から 2 週間になりました。この変更により、
アラームの保持期間がメトリクスデータの保持期間と
一致するようになりました。

2011 年 4 月 7 日

新機能 メトリクスがしきい値を超えたときに Amazon Simple 
Notification Service または Auto Scaling 通知を送信す
る機能が追加されました。詳細については、「」を参
照してくださいAlarms (p. 8)

2010 年 12 月 2 日

新機能 多数の CloudWatch アクションに MaxRecords パラ
メーターと NextToken パラメーターが含められ、表示
する結果ページを制御できるようになりました。

2010 年 12 月 2 日

新機能 このサービスが AWS Identity and Access 
Management (IAM) と連動するようになりました。

2010 年 12 月 2 日
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