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AWS Data Pipeline の概要
AWS Data Pipeline は、データの移動と変換を自動化するために使用できるウェブサービスです。AWS
Data Pipeline を使用すると、データ駆動型のワークフローを定義することができるので、以前のタスク
の正常な完了を基にタスクを実行できます。データ変換のパラメータを定義すると、設定したロジックが
AWS Data Pipeline によって適用されます。
AWS Data Pipeline では、以下のコンポーネントの連携によってデータを管理します。
• パイプライン定義とは、データ管理のビジネスロジックを指定したものです。詳細については、「パイ
プライン定義ファイルの構文 (p. 67)」を参照してください。
• パイプラインは、タスクをスケジュールして実行するために、Amazon EC2 インスタンスを作成して定
義済みの作業アクティビティを実行します。パイプラインにパイプライン定義をアップロードし、パイ
プラインをアクティブ化します。実行中のパイプラインのパイプライン定義を編集し、有効にするパイ
プラインを再度アクティブ化することができます。パイプラインを非アクティブ化し、データソースを
修正して、パイプラインを再度アクティブ化することができます。パイプラインの処理が終了したら、
パイプラインを削除できます。
• Task Runner は、タスクをポーリングし、それらのタスクを実行します。例えば、Task Runner は
Amazon S3 にログファイルをコピーして Amazon EMR クラスターを起動できます。Task Runner は、
パイプラインの定義によって作成されたリソースに自動的にインストールおよび実行されます。カスタ
ム Task Runner アプリケーションを作成することも、AWS Data Pipeline から提供される Task Runner
アプリケーションを使用することもできます。詳細については、「Task Runner (p. 10)」を参照して
ください。
例えば、AWS Data Pipeline を使用して、ウェブサーバーのログを毎日 Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) にアーカイブし、週に 1 回、これらのログに対して Amazon EMR (Amazon EMR) クラス
ターを実行して、トラフィックレポートを生成することができます。AWS Data Pipeline では、データを
コピーする毎日のタスクと、Amazon EMR クラスターを起動する毎週のタスクがスケジュールされます。
また、AWS Data Pipeline ではログのアップロードに予期しない遅延が発生した場合でも、Amazon EMR
で最終日のデータが Amazon S3 にアップロードされるまで待ってから分析が開始されます。
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からのワークロードの移行AWS Data Pipeline
AWSAWS Data Pipeline2012年にサービスを開始しました。当時、顧客は、さまざまなコンピューティ
ングオプションを使用して異なるデータソース間でデータを確実に移動するのに役立つサービスを探し
ていました。現在、顧客により良い体験を提供するサービスは他にもあります。たとえば、AWS Step
FunctionsAWS を使用してサービスコンポーネントのオーケストレーションを支援したり、Apache Airflow
の Amazon 管理ワークフロー (Amazon MWAA) を使用して Apache Airflow のワークフローオーケスト
レーションを管理したりできます。
このトピックでは、AWS Data Pipelineから代替オプションへの移行方法について説明します。選択する
オプションは、現在のワークロードによって異なりますAWS Data Pipeline。の一般的なユースケースは
AWS Glue、StepAWS Functions または Amazon MWAA のいずれかに移行できます。AWS Data Pipeline

ワークロードの移行AWS Glue
AWS Glue は、分析、機械学習、アプリケーション開発のためのデータの検出、準備、結合を容易にする
サーバーレスデータ統合サービスです。ではAWS Glue、データ統合タスクやビッグデータワークロード
に、オープンソースの分散処理システムである Apache Spark を使用できます。
ユースケースが以下の条件に一致する場合は、AWS Data Pipelineからに移行することをお勧めします
AWS Glue。
• パイプラインには、スタンドアロンの Python スクリプトを実行するアクティビティまたは Apache
Spark を使用するアクティビティ間の依存関係が含まれています。
• パイプラインは Apache Hive のような特定のエンジンには依存しません。
• パイプラインは、AWS Data Pipelineコンソールの事前定義されたテンプレートから作成されます (たと
えば、DynamoDB テーブルを Amazon S3 にエクスポートする)。
• パイプラインには、オンプレミスサーバーで実行されているアクティビティはありません。
AWSは、クローラ (データの検出) と ETL ジョブ (データの処理とロード) に対して時間あたりの料金が秒
単位で課金されます。 AWS GlueStudioAWS Glue はリソース用の組み込みオーケストレーションエンジ
ンで、追加費用なしで利用できます。価格設定の詳細については、「価格設定」AWS Glueを参照してく
ださい。

StepAWS Functions へのワークロードの移行
AWSStep Functions は、AWSサービスを使用して分散アプリケーションの構築、プロセスの自動化、マイ
クロサービスの調整、データおよび機械学習パイプラインの作成を支援する視覚的なワークフローサービ
スです。
ユースケースが以下の条件に一致する場合は、から StepAWS FunctionsAWS Data Pipeline に移行するこ
とをお勧めします。
• パイプラインには、特定の分析エンジンとそのバージョンに依存するさまざまなアクティビティ間の依
存関係が含まれています。
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• パイプラインの移行は困難ですAWS Glue。
• パイプラインのオーケストレーションにはサーバーレスオプションをお勧めします。
Step Functions では、現在使用しているものと同じバージョンの Amazon EMR を選択できますAWS Data
Pipeline。
AWS Data Pipeline管理対象リソースのアクティビティを移行する場合、Step Functions の AWSSDK サー
ビス統合を使用して、リソースのプロビジョニングとクリーンアップを自動化できます。
オンプレミスサーバー、ユーザー管理の EC2 インスタンス、またはユーザー管理の EMR クラスター上の
アクティビティを移行する場合、インスタンスに SSM エージェントをインストールできます。コマンド
は、AWSSystems Manager の「Step Functions」の「実行コマンド」を使用して開始できます。Amazon
で定義されたスケジュールからステートマシンを開始することもできます EventBridge。
AWSStep Functions には、標準ワークフローとエクスプレスワークフローの 2 種類のワークフローがあり
ます。標準ワークフローでは、アプリケーションの実行に必要な状態遷移の数に基づいて課金されます。
エクスプレスワークフローでは、ワークフローのリクエスト数とその期間に基づいて料金が請求されま
す。価格設定の詳細については、Step AWSFunctions の価格設定をご覧ください。

Amazon MWAA へのワークロードの移行
Amazon MWAA は、Apache Airflow のマネージドオーケストレーションサービスです。これにより、 endto-end クラウド内のデータパイプラインを大規模にセットアップして運用することが容易になります。
ユースケースが以下の条件に当てはまる場合は、Amazon MWAAAWS Data Pipeline への移行をお勧めし
ます。
• パイプラインには、特定の分析エンジンとそのバージョンに依存するさまざまなアクティビティ間の依
存関係が含まれています。
• パイプラインの移行は困難ですAWS Glue。
• パイプラインのオーケストレーションには、既存の Airflow リソースを使用することをお勧めします。
Amazon MWAA では、現在使用しているものと同じバージョンの Amazon EMR を選択できますAWS
Data Pipeline。
AWS使用している Airflow 環境の稼働時間に加えて、ワーカーまたはウェブサーバーの容量を増やすため
の追加の auto Scaling も課金されます。料金の詳細については、Amazon Managed Workflows for Apache
Airflow の料金についての詳細をご覧ください。

関連 サービス
AWS Data Pipeline は以下のサービスと連携してデータを保存します。
• Amazon DynamoDB – 完全マネージド NoSQL データベースを高パフォーマンス、低コストで提供しま
す。詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドを参照してください。
• Amazon RDS – 大規模なデータセットにスケールする完全マネージド型のリレーショナルデータベース
を提供します。詳細については、Amazon Relational Database Service デベロッパーガイドを参照して
ください。
• Amazon Redshift – 高速、完全マネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービスを提供
し、大量のデータの分析を容易で費用対効果の高いものにします。詳細については、Amazon Redshift
データベース開発者ガイドを参照してください。
• Amazon S3 – セキュリティ、耐久性、およびスケーラビリティに優れたオブジェクトストレージを提供
します。詳細については、Amazon Simple Storage Serviceユーザーガイドを参照してください。
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AWS Data Pipeline は以下のコンピューティングサービスと連携してデータを変換します。
• Amazon EC2 – ユーザーがソフトウェアシステムを構築しホストするための、自在に拡張および縮小で
きるコンピューティング能力 (実際には Amazon のデータセンター内のサーバー) です。詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドを参照してください。
• Amazon EMR – Apache Hadoop や Apache Spark などのフレームワークを使用して、Amazon EC2
サーバー間で大量のデータを簡単、迅速、費用効率よく配布および処理できます。詳細について
は、Amazon EMR 開発者ガイドを参照してください。

AWS Data Pipeline へのアクセス
次のインターフェイスのいずれかを使用して、パイプラインの作成、アクセス、管理を行うことができま
す。
• AWS Management Console – AWS Data Pipelineへのアクセスに使用できるウェブインターフェイスを
提供します。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) – AWS Data Pipeline を含むさまざまな AWS のサービス用の
コマンドを備えており、Windows、macOS、Linux でサポートされています。AWS CLI のインストール
の詳細については、AWS Command Line Interface を参照してください。AWS Data Pipeline 用のコマン
ドのリストについては、datapipeline を参照してください。
• AWS SDK — 言語固有の API を提供し、署名の計算、リクエストの再試行処理、エラー処理など、接続
のさまざまな詳細を処理します。詳細については、AWS SDK を参照してください。
• クエリ API – HTTPS リクエストを使用して呼び出す低レベル API を提供します。クエリ API の使用
は、AWS Data Pipeline の最も直接的なアクセス方法ですが、リクエストに署名するハッシュの生成や
エラー処理など、低レベルの詳細な作業をアプリケーションで処理する必要があります。詳細について
は、AWS Data Pipeline API リファレンスを参照してください。

料金
Amazon Web Services と併せて、使用した分に応じてお支払いください。AWS Data Pipeline では、どの
くらいの頻度でアクティビティおよび前提条件の実行がスケジュールされ、どこで実行されるかに基づい
てパイプラインにお支払いいただきます。詳細については、「AWS Data Pipeline の料金」を参照してく
ださい。
AWS アカウントを作成してから 12 か月未満の場合、無料利用枠を使用できます。無料利用枠には、1 か
月あたり 3 つの低頻度の前提条件と 5 つの低頻度のアクティビティが無料で含まれています。詳細につい
ては、「AWS 無料利用枠」を参照してください。

パイプラインの作業アクティビティ用にサポートさ
れているインスタンスタイプ
AWS Data Pipeline は、パイプラインを実行するときに、パイプラインコンポーネントをコンパイルして
一連のアクション可能な Amazon EC2 インスタンスを作成します。各インスタンスには、特定のタスクを
実行するためのすべての情報が含まれています。完全なインスタンスのセットは、パイプラインの To-Do
リストです。AWS Data Pipeline は、Task Runner に処理するインスタンスを渡します。
EC2 インスタンスの構成はさまざまであり、 インスタンスタイプと呼ばれています。各インスタンスタ
イプには、異なる CPU、入力/出力、およびストレージ容量があります。アクティビティ用のインスタン
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スタイプを指定するほかに、複数の異なる購入オプションを選択できます。すべてのインスタンスタイ
プがすべての AWS リージョンで使用できるわけではありません。インスタンスタイプが使用できない場
合、パイプラインでプロビジョニングが失敗または停止することがあります。インスタンスが使用でき
るかどうかについては、Amazon EC2 の料金表のページを参照してください。インスタンスの購入オプ
ションのリンクを開き、リージョンでフィルタして、インスタンスタイプが当該リージョンで使用できる
かどうかを確認してください。これらのインスタンスタイプ、ファミリー、仮想化タイプの詳細について
は、Amazon EC2 インスタンスおよびAmazon Linux AMI インスタンスタイプマトリックスを参照してく
ださい。
以下の表では、AWS Data Pipeline がサポートするインスタンスタイプについて説明しています。AWS
Data Pipeline では、任意のリージョンで Amazon EC2 インスタンスを起動できます。これには、AWS
Data Pipeline がサポートされていないリージョンも含まれます。AWS Data Pipeline がサポートされてい
るリージョンの詳細については、「AWS のリージョンとエンドポイント」を参照してください。
目次
• AWS リージョン別のデフォルトの Amazon EC2 インスタンス (p. 5)
• その他のサポートされる Amazon EC2 インスタンス (p. 6)
• Amazon EMR クラスターでサポートされる Amazon EC2 インスタンス (p. 6)

AWS リージョン別のデフォルトの Amazon EC2 イン
スタンス
パイプライン定義にインスタンスタイプを指定しなかった場合、AWS Data Pipeline はデフォルトでイン
スタンスを起動します。
以下の表には、AWS Data Pipeline がサポートされているリージョンで AWS Data Pipeline によってデ
フォルトで使用される Amazon EC2 インスタンスを示しています。
リージョン名

リージョン

インスタンスタイプ

米国東部(バージニア北部)

us-east-1

m1.small

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

m1.small

アジアパシフィック (シドニー)

ap-southeast-2

m1.small

アジアパシフィック (東京)

ap-northeast-1

m1.small

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

m1.small

以下の表には、AWS Data Pipeline がサポートされていないリージョンで AWS Data Pipeline によってデ
フォルトで起動される Amazon EC2 インスタンスを示しています。
リージョン名

リージョン

インスタンスタイプ

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

t2.small

米国西部 (北カリフォルニア)

us-west-1

m1.small

アジアパシフィック (ムンバイ)

ap-south-1

t2.small

アジアパシフィック (シンガポー
ル)

ap-southeast-1

m1.small
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リージョン名

リージョン

インスタンスタイプ

アジアパシフィック (ソウル)

ap-northeast-2

t2.small

カナダ (中部)

ca-central-1

t2.small

欧州 (フランクフルト)

eu-central-1

t2.small

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

t2.small

EU (パリ)

eu-west-3

t2.small

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

m1.small

その他のサポートされる Amazon EC2 インスタンス
パイプライン定義でインスタンスタイプを指定しなかった場合にデフォルトで作成されるインスタンスに
加えて、以下のインスタンスがサポートされます。
以下の表には、AWS Data Pipeline でサポートされており、指定した場合に作成できる Amazon EC2 イン
スタンスを示しています。
インスタンスクラス

インスタンスタイプ

汎用

t2.nano | t2.micro | t2.small | t2.medium | t2.large

コンピューティングの最適化

c3.large | c3.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge | c4.large |
c4.xlarge | c4.2xlarge | c4.4xlarge | c4.8xlarge | c5.xlarge | c5.9xlarge
| c5.2xlarge | c5.4xlarge | c5.9xlarge | c5.18xlarge | c5d.xlarge |
c5d.2xlarge | c5d.4xlarge | c5d.9xlarge | c5d.18xlarge

メモリ最適化

m3.medium | m3.large | m3.xlarge | m3.2xlarge | m4.large | m4.xlarge
| m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.10xlarge | m4.16xlarge | m5.xlarge |
m5.2xlarge | m5.4xlarge | m5.12xlarge | m5.24xlarge | m5d.xlarge |
m5d.2xlarge | m5d.4xlarge | m5d.12xlarge | m5d.24xlarge
r3.large | r3.xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge | r4.large |
r4.xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge | r4.16xlarge

ストレージの最適化

i2.xlarge | i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xlarge | hs1.8xlarge | g2.2xlarge
| g2.8xlarge | d2.xlarge | d2.2xlarge | d2.4xlarge | d2.8xlarge

Amazon EMR クラスターでサポートされる Amazon
EC2 インスタンス
以下の表には、AWS Data Pipeline でサポートされており、指定した場合に Amazon EMR クラスター用に
作成できる Amazon EC2 インスタンスを示しています。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドのサ
ポートされるインスタンスタイプを参照してください。
インスタンスクラス

インスタンスタイプ

汎用

m1.small | m1.medium | m1.large | m1.xlarge | m3.xlarge |
m3.2xlarge
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インスタンスクラス

インスタンスタイプ

コンピューティングの最適化

c1.medium | c1.xlarge | c3.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge |
c3.8xlarge | cc1.4xlarge| cc2.8xlarge | c4.large | c4.xlarge |
c4.2xlarge| c4.4xlarge | c4.8xlarge | c5.xlarge | c5.9xlarge |
c5.2xlarge | c5.4xlarge | c5.9xlarge | c5.18xlarge | c5d.xlarge |
c5d.2xlarge | c5d.4xlarge | c5d.9xlarge | c5d.18xlarge

メモリ最適化

m2.xlarge | m2.2xlarge | m2.4xlarge | r3.xlarge | r3.2xlarge |
r3.4xlarge | r3.8xlarge | cr1.8xlarge | m4.large | m4.xlarge |
m4.2xlarge | m4.4xlarge | m4.10xlarge | m4.16large | m5.xlarge |
m5.2xlarge | m5.4xlarge | m5.12xlarge | m5.24xlarge | m5d.xlarge |
m5d.2xlarge | m5d.4xlarge | m5d.12xlarge | m5d.24xlarge | r4.large |
r4.xlarge | r4.2xlarge | r4.4xlarge | r4.8xlarge | r4.16xlarge

ストレージの最適化

h1.4xlarge | hs1.2xlarge | hs1.4xlarge| hs1.8xlarge | i2.xlarge |
i2.2xlarge | i2.4large | i2.8xlarge | d2.xlarge | d2.2xlarge| d2.4xlarge |
d2.8xlarge

高速コンピューティング

g2.2xlarge | cg1.4xlarge
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AWS Data Pipeline の概念
開始する前に、AWS Data Pipeline の主要な概念およびコンポーネントについて確認してください。
内容
• パイプライン定義 (p. 8)
• パイプラインのコンポーネント、インスタンス、試行 (p. 9)
• Task Runner (p. 10)
• データノード (p. 11)
• データベース (p. 11)
• アクティビティ (p. 11)
• 前提条件 (p. 12)
• リソース (p. 13)
• アクション (p. 15)

パイプライン定義
パイプライン定義では、どのようにビジネスロジックを AWS Data Pipeline に伝えるかを指定します。こ
れには、以下の情報が含まれています。
• データソースの名前、場所、形式
• データを変換するアクティビティ
• これらのアクティビティのスケジュール
• アクティビティおよび前提条件を実行するリソース
• アクティビティをスケジュールする前に完了する必要がある前提条件
• パイプライン実行に伴うステータスの更新を警告する方法
パイプラインの定義から、AWS Data Pipeline は、タスクの決定、タスクのスケジュール、および Task
Runner へのタスクの割り当てを行います。タスクが正常に完了していない場合、AWS Data Pipeline は
指定された手順に従ってタスクを再試行し、必要に応じて、他の Task Runner にタスクを再割り当てしま
す。タスクが繰り返し失敗する場合は、通知するようにパイプラインを設定できます。
例えば、パイプライン定義で、アプリケーションによって生成されたログファイルを、2013 年の各月
に Amazon S3 バケットにアーカイブすることを指定できます。AWS Data Pipeline は、月の日数が 30
日、31 日、28 日、29 日のいずれであるかに関係なく、それぞれが 1 か月分のデータをコピーする 12 個
のタスクを作成します。
パイプライン定義は、次のような方法で作成できます。
• AWS Data Pipeline コンソールを使用することによってグラフィカルに作成する
• コマンドラインインターフェイスで使用される形式の JSON ファイルを記述することによってテキスト
で作成する
• いずれかの AWS SDK または AWS Data Pipeline API でウェブサービスを呼び出すことによってプログ
ラムで作成する
パイプライン定義には、次のタイプのコンポーネントを含めることができます。
API バージョン 2012-10-29
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パイプラインコンポーネント
データノード (p. 11)
タスクの入力データの場所または出力データが保存される場所。
アクティビティ (p. 11)
コンピューティングリソースと通常、入出力データノードを使用して、スケジュールに従って実行す
る作業の定義。
前提条件 (p. 12)
アクションを実行する前に true である必要がある条件ステートメント。
パイプラインのスケジューリング (p. 21)
アクティビティの実行など、予定されているイベントのタイミングを定義します。
リソース (p. 13)
パイプラインで定義する作業を実行するコンピューティングリソース。
アクション (p. 15)
アクティビティの失敗など、指定された条件が満たされた場合にトリガーされるアクション。
詳細については、「パイプライン定義ファイルの構文 (p. 67)」を参照してください。

パイプラインのコンポーネント、インスタンス、試
行
スケジュールされたパイプラインに関連付けられる項目には 3 つのタイプがあります。
• パイプラインコンポーネント – パイプラインコンポーネントはパイプラインのビジネスロジックを表
し、パイプライン定義のさまざまなセクションによって表されます。パイプラインコンポーネントは、
ワークフローのデータソース、アクティビティ、スケジュール、および前提条件を指定します。これら
は親コンポーネントからプロパティを継承できます。コンポーネント間の関係は参照によって定義され
ます。パイプラインコンポーネントは、データ管理のルールを定義します。
• インスタンス AWS Data Pipeline はパイプラインを実行するときに、パイプラインコンポーネントをコ
ンパイルして、一連のアクション可能なインスタンスを作成します。各インスタンスには、特定のタス
クを実行するためのすべての情報が含まれています。完全なインスタンスのセットは、パイプラインの
To-Do リストです。AWS Data Pipeline は、Task Runner に処理するインスタンスを渡します。
• 試行 – 堅牢なデータ管理を提供するために、AWS Data Pipeline は失敗したオペレーションを再試行し
ます。この処理は、タスクが最大許容再試行回数に到達するまで続行されます。試行オブジェクトは、
さまざまな試行、結果、および失敗の理由（該当する場合）を追跡します。基本的に、試行はカウン
ター付きのインスタンスです。AWS Data Pipeline は、Amazon EMR クラスターや EC2 インスタンス
など、以前の試行と同じリソースを使用して再試行を行います。

Note
失敗したタスクの再実行は耐障害性戦略の重要な部分であり、AWS Data Pipeline のパイプライ
ン定義では再試行を制御するための条件としきい値を提供します。ただし、AWS Data Pipeline
では指定されたすべての再試行回数に到達するまで失敗がレポートされないため、再試行回数が
多すぎると、復旧不可能な障害の検出が遅れる可能性があります。再試行が AWS リソースで実
行されている場合、余分な再試行によって追加料金が発生することがあります。したがって、ど
API バージョン 2012-10-29
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のような場合に、再試行と関連設定を制御するために使用する AWS Data Pipeline のデフォルト
の設定を超えることが適切であるかを十分に検討する必要があります。

Task Runner
Task Runner は、AWS Data Pipeline に対してタスクをポーリングし、それらのタスクを実行するアプリ
ケーションです。
Task Runner は、AWS Data Pipeline で提供されるタスクランナーのデフォルトの実装です。Task Runner
がインストールおよび設定されている場合、それはアクティブ化されているパイプラインに関連付けられ
ているタスクを AWS Data Pipeline にポーリングします。タスクが Task Runner に割り当てられている場
合、そのタスクを実行し、そのステータスを AWS Data Pipeline にレポートします。
次の図は、スケジュールされたタスクを処理するための、AWS Data Pipeline と Task Runner のやり取り
を示しています。タスクは、AWS Data Pipeline サービスと Task Runner で共有される独立した作業の単
位です。通常、複数のタスクを生成するアクティビティやリソースの一般的な定義であるパイプラインと
は異なります。

Task Runner を使用してパイプラインを処理するには、次の 2 とおりの方法があります。
API バージョン 2012-10-29
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• AWS Data Pipeline ウェブサービスによって起動および管理されるリソースに、AWS Data Pipeline で自
動的に Task Runner をインストールします。
• 長期間実行されている EC2 インスタンスやオンプレミスサーバーなど、お客様が管理するコンピュー
ティングリソースに、お客様が Task Runner をインストールします。
Task Runner の操作方法の詳細については、「Task Runner の操作 (p. 313)」を参照してください。

データノード
AWS Data Pipeline では、データノードは、パイプラインアクティビティで入力または出力として使用す
るデータの場所とタイプを定義します。AWS Data Pipeline は、以下のタイプのデータノードをサポート
しています。
DynamoDBDataNode (p. 154)
使用する HiveActivity (p. 197) または EmrActivity (p. 184) のデータを格納する DynamoDB テーブ
ル。
SqlDataNode (p. 174)
パイプラインアクティビティで使用するデータを表す SQL テーブルとデータベースクエリ。

Note
以前は、MySqlDataNode が使用されていました。代わりに SqlDataNode を使用します。
RedshiftDataNode (p. 164)
使用する RedshiftCopyActivity (p. 218) のデータを格納する Amazon Redshift テーブル。
S3DataNode (p. 169)
パイプラインアクティビティで使用する 1 つ以上のファイルを格納する Amazon S3 の場所。

データベース
AWS Data Pipeline では、次のタイプのデータベースがサポートされています。
JdbcDatabase (p. 285)
JDBC データベース。
RdsDatabase (p. 286)
Amazon RDS データベース。
RedshiftDatabase (p. 288)
Amazon Redshift データベース。

アクティビティ
AWS Data Pipeline では、アクティビティは実行する作業を定義するパイプラインコンポーネントです。
AWS Data Pipeline には、ある場所から別の場所へのデータの移動、Hive クエリの実行など、一般的なシ
ナリオに対応するパッケージ済みのアクティビティがいくつか用意されています。アクティビティは拡張
可能であるため、独自のカスタムスクリプトを実行して、無限の組み合わせをサポートできます。
API バージョン 2012-10-29
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AWS Data Pipeline は、次のタイプのアクティビティをサポートしています。
CopyActivity (p. 179)
ある場所から別の場所にデータをコピーします。
EmrActivity (p. 184)
Amazon EMR クラスターを実行します。
HiveActivity (p. 197)
Amazon EMR クラスターで Hive クエリを実行します。
HiveCopyActivity (p. 203)
高度なデータフィルタリングのサポートおよび S3DataNode (p. 169) と
DynamoDBDataNode (p. 154) のサポートを使用して、Amazon EMR クラスターで Hive クエリを実
行します。
PigActivity (p. 209)
Amazon EMR クラスターで Pig スクリプトを実行します。
RedshiftCopyActivity (p. 218)
Amazon Redshift テーブルとの間でデータをコピーします。
ShellCommandActivity (p. 227)
アクティビティとしてカスタム UNIX/Linux シェルコマンドを実行します。
SqlActivity (p. 233)
データベースに対する SQL クエリを実行します。
一部のアクティビティでは、データとデータベーステーブルのステージングについて特別なサポートが提
供されています。詳細については、「パイプラインのアクティビティによるデータとテーブルのステージ
ング (p. 55)」を参照してください。

前提条件
AWS Data Pipeline では、前提条件とは、アクティビティを実行する前に true になっている必要がある
条件ステートメントを含むパイプラインコンポーネントです。例えば、前提条件によって、パイプライン
アクティビティでデータのコピーを試行する前に、ソースデータがあるかどうかを確認できます。AWS
Data Pipeline には、データベーステーブルが存在するかどうか、Amazon S3 キーが存在するかどうかな
ど、一般的なシナリオに対応するパッケージ済みの前提条件がいくつか用意されています。ただし、前提
条件は拡張可能であるため、独自のカスタムスクリプトを実行して、無限の組み合わせをサポートできま
す。
前提条件には、システム管理型の前提条件とユーザー管理型の前提条件の 2 つの種類があります。
システム管理型の前提条件は、お客様に代わって AWS Data Pipeline ウェブサービスによって実行
され、コンピューティングリソースを必要としません。ユーザー管理型の前提条件は、runsOn ま
たは workerGroup フィールドを使用して指定したコンピューティングリソースでのみ実行されま
す。workerGroup リソースは、前提条件を使用するアクティビティから派生します。

システム管理型の前提条件
DynamoDBDataExists (p. 268)
データが特定の DynamoDB テーブルに存在するかどうかを確認します。
API バージョン 2012-10-29
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DynamoDBTableExists (p. 270)
DynamoDB テーブルが存在するかどうかを確認します。
S3KeyExists (p. 276)
Amazon S3 キーが存在するかどうかを確認します。
S3PrefixNotEmpty (p. 279)
Amazon S3 プレフィックスが空であるかどうかを確認します。

ユーザー管理型の前提条件
存在する (p. 273)
データノードが存在するかどうかを確認します。
ShellCommandPrecondition (p. 282)
前提条件としてカスタム Unix/Linux シェルコマンドを実行します。

リソース
AWS Data Pipeline では、リソースは、パイプラインアクティビティで指定された作業を実行するコン
ピューティングリソースです。AWS Data Pipeline は、以下のタイプのリソースをサポートしています。
Ec2Resource (p. 238)
パイプラインアクティビティによって定義された作業を実行する EC2 インスタンス。
EmrCluster (p. 245)
パイプラインアクティビティ (EmrActivity (p. 184) など) によって定義される作業を実行する
Amazon EMR クラスター。
リソースは、作業データセットと同じリージョンで実行できます。AWS Data Pipeline と異なるリージョ
ンであってもかまいません。詳細については、「複数のリージョンにあるリソースとパイプラインの使
用 (p. 65)」を参照してください。

リソースの制限
AWS Data Pipeline は、多くの同時実行タスクに対応するように拡張でき、大量の作業負荷を処理するた
めに必要なリソースを自動的に作成するよう設定できます。これらの自動的に作成されたリソースは、お
客様の管理下にあり、AWS アカウントのリソースに対する制限の対象となります。例えば、AWS アカウ
ントの EC2 インスタンスの制限が 20 個に設定されている場合に、20 個のノードで構成される Amazon
EMR クラスターを自動的に作成してデータを処理するように AWS Data Pipeline を設定すると、使用可能
なバックフィルリソースを意図せずに使い切ってしまう可能性があります。そのため、設計時にこれらの
リソースの制限を考慮するか、またはアカウントの制限を適宜増やします。サービスの制限に関する詳細
については、AWS 全般リファレンスの「AWS サービスの制限」を参照してください。

Note
制限は Ec2Resource コンポーネントオブジェクトごとに 1 個のインスタンスです。

サポートされているプラットフォーム
パイプラインは、以下のプラットフォームでリソースを起動できます。
API バージョン 2012-10-29
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EC2-Classic
お客様のリソースは他のユーザー様と共有する単一のフラットネットワーク内で稼働します。
EC2-VPC
お客様のリソースはご自分の AWS アカウントから論理的に独立した Virtual Private Cloud (VPC) 内で
稼働します。
AWS アカウントは、リソースを両方のプラットフォームで起動できるか、EC2-VPC だけで起動できるか
が、リージョンごとに決まっています。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドのサポートされているプラットフォームを参照してください。
AWS アカウントで EC2-VPC のみがサポートされている場合は、各 AWS リージョンにデフォルトの VPC
が作成されます。デフォルトでは、リソースはデフォルト VPC 内のデフォルトサブネットで起動されま
す。または、リソースの設定時に、デフォルト以外の VPC を作成し、サブネットのいずれかを指定する
こともできます。その場合、リソースは、指定されたデフォルト以外の VPC 内のサブネットで起動されま
す。
VPC でインスタンスを起動する場合は、その VPC 用に作成されたセキュリティグループを指定する必要
があります。VPC でインスタンスを起動する場合、EC2-Classic 用に作成したセキュリティグループは指
定できません。また、VPC のセキュリティグループを識別するセキュリティグループの名前ではなく、セ
キュリティグループの ID を使用する必要があります。
AWS Data Pipeline での VPC の使用に関する詳細については、「VPC に対するパイプラインのリソース
の起動 (p. 59)」を参照してください。

Amazon EMR クラスターと AWS Data Pipeline を使
用した Amazon EC2 スポットインスタンス
パイプラインでは、Amazon EMR クラスターリソースのタスクノードとして Amazon EC2 スポットイン
スタンスを使用できます。デフォルトでは、パイプラインはオンデマンドインスタンスを使用します。ス
ポットインスタンスでは、予備の EC2 インスタンスを使用して実行できます。スポットインスタンスとい
う価格モデルは、オンデマンドインスタンス価格モデルやリザーブドインスタンス価格モデルを補完する
ものであり、アプリケーションによっては、コンピューティング性能を調達するうえで最もコスト効果の
高い選択肢となる可能性があります。詳細については、Amazon EC2 スポットインスタンスの製品ページ
を参照してください。
スポットインスタンスを使用する場合、AWS Data Pipeline は、クラスターが起動されたときに、スポッ
トインスタンスの上限価格を Amazon EMR に送信します。taskInstanceCount フィールドを使用して
定義した数のスポットインスタンスのタスクノードに、クラスターの作業を自動的に割り当てます。AWS
Data Pipeline では、タスクノードとしてのスポットインスタンスを制限することによって、スポットイン
スタンスの入札に成功しなかった場合、パイプラインを実行するためにオンデマンドコアノードを使用で
きます。
失敗または完了したパイプラインリソースインスタンスを編集してスポットインスタンスを追加できま
す。パイプラインがクラスターを再起動したときには、タスクノードとしてスポットインスタンスが使用
されます。

スポットインスタンスに関する考慮事項
AWS Data Pipeline でスポットインスタンスを使用する場合、次の考慮事項が適用されます。
• スポットインスタンスは、スポットインスタンスの価格がインスタンスの上限価格を超過したとき
や、Amazon EC2 の容量の理由で、終了することがあります。ただし、AWS Data Pipeline では、常に
オンデマンドインスタンスであり、終了の対象ではないコアノードを含むクラスターを採用しているた
め、データは失われません。
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• スポットインスタンス、容量を非同期的に満たすため、開始までに時間がかかることがあります。した
がって、スポットインスタンスのパイプラインは、同等のオンデマンドインスタンスのパイプラインよ
り自動速度が遅くなる可能性があります。
• 上限価格が低すぎるときなど、スポットインスタンスを取得できない場合、クラスターが実行されない
ことがあります。

アクション
AWS Data Pipeline のアクションは、成功、失敗、遅延アクティビティなど、特定のイベントが発生した
ときに、パイプラインコンポーネントが実行する手順です。アクティビティのイベントフィールドでアク
ションを参照します。たとえば、snsalarm の onLateAction フィールドで EmrActivity を参照しま
す。
AWS Data Pipeline は、パイプラインとそのコンポーネントのステータスを無人方式で示すための主要な
手段として Amazon SNS 通知を利用しています。詳細については、「Amazon SNS」を参照してくださ
い。SNS 通知に加えて、AWS Data Pipeline コンソールと CLI を使用してパイプラインステータス情報を
取得できます。
AWS Data Pipeline では、以下のアクションをサポートします。
SnsAlarm (p. 298)
onSuccess、OnFail、および onLateAction イベントに基づいて、トピックに SNS 通知を送信す
るアクション。
終了 (p. 300)
保留中または未完了のアクティビティ、リソース、またはデータノードの取り消しをトリガーするア
クション。onSuccess、OnFail、または onLateAction を含むアクションを終了することはでき
ません。

パイプラインの事前モニタリング
問題を検出する最善の方法は、パイプラインを最初から積極的にモニタリングすることです。パイ
プラインコンポーネントの失敗や、予定されている開始時刻までに開始されないなど、特定の状況
やイベントを通知するように、パイプラインコンポーネントを設定できます。AWS Data Pipeline で
は、onSuccess、OnFail、onLateAction など、Amazon SNS 通知に関連付けることができるパイプ
ラインコンポーネントのイベントフィールドが提供されており、通知を容易に設定できます。

API バージョン 2012-10-29
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AWS Data Pipeline のセットアップ
AWS Data Pipeline を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。
タスク
• AWS にサインアップする (p. 16)
• AWS Data Pipeline およびパイプラインリソースの IAM ロールの作成 (p. 16)
• 必要なアクションを実行するための IAM プリンシパル (ユーザーとグループ) の許可 (p. 17)
これらのタスクの完了後、AWS Data Pipeline の使用を開始できます。基本的なチュートリアルについて
は、「AWS Data Pipeline の使用開始 (p. 18)」を参照してください。

AWS にサインアップする
アマゾン ウェブ サービス (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントが AWS 内のすべてのサービス
(AWS Data Pipeline など) に自動的にサインアップします。料金は、使用するサービスの料金のみが請求
されます。AWS Data Pipeline の使用料の詳細については、「AWS Data Pipeline」を参照してください。
既に AWS アカウントをお持ちの場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、次に説明する手順に従ってアカウントを作成してください。

AWS アカウントを作成するには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。
AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウント 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 Data Pipeline およびパイプラインリソースの
IAM ロールの作成
AWS Data Pipeline では、アクションを実行し、AWS リソースにアクセスするための許可を決定する
IAM ロールが必要です。パイプラインロールは、AWS Data Pipeline が持つ許可を決定し、リソースロー
ルは、EC2 インスタンスなどのパイプラインリソースで実行されているアプリケーションが持つ許可を決
定します。これらのロールは、パイプラインを作成するときに指定します。カスタムロールを指定せず、
デフォルトのロール DataPipelineDefaultRole および DataPipelineDefaultResourceRole を使
用する場合でも、まずロールを作成し、アクセス許可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、「AWS Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)」を参照してください。
API バージョン 2012-10-29
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必要なアクションを実行するための IAM プリンシ
パル (ユーザーとグループ) の許可
パイプラインを操作するには、アカウント内の IAM プリンシパル (ユーザーまたはグループ) が、必須
のAWS Data Pipelineアクションと、パイプラインで定義されている他のサービスに対するアクションを実
行できる必要があります。
許可を簡素化するために、AWSDataPipeline_FullAccess管理ポリシーを IAM プリンシパルに割り当て、
許可を簡素化できます。この管理ポリシーにより、プリンシパルは、ユーザーが必要とするすべてのアク
ション、およびカスタムロールが指定されていない場合に AWS Data Pipeline で使用されるデフォルト
ロールでの iam:PassRole アクション を実行できます。
この管理ポリシーを慎重に評価し、ユーザーが必要とするものだけに許可を制限することを強くお勧めし
ます。必要に応じて、このポリシーを開始点として使用し、許可を削除して、IAM プリンシパルにアタッ
チできる、より制限の厳しいインラインアクセス許可ポリシーを作成してください。詳細およびアクセス
許可ポリシーの例については、??? (p. 79)を参照してください。
パイプラインを使用するすべての IAM プリンシパルにアタッチされたポリシーに、次の例のようなポリ
シーステートメントを含める必要があります。このステートメントにより、IAM プリンシパルは、パイプ
ラインが使用するロールで PassRole アクションを実行できます。デフォルトのロールを使用しない場合
は、MyPipelineRole および MyResourceRole を、作成したカスタムロールに置き換えてください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "iam:PassRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/MyPipelineRole",
"arn:aws:iam::*:role/MyResourceRole"
]
}
]

次の手順では、IAM グループを作成し、AWSDataPipeline_FullAccess管理ポリシーをグループに割り当
て、ユーザーをグループに追加する方法を示します。この手順は、任意のインラインポリシーで使用でき
ます。

DataPipelineDevelopersAWSDataPipeline_FullAccessユーザーグループを作成してポリシー
をアタッチするには
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 [Groups]、[Create New Group] の順に選択します。

3.

[Group Name] (グループ名)(例: DataPipelineDevelopers) を入力し、[Next Step] (次のステップ)
を選択します。

4.

[Filter] (フィルタ) に AWSDataPipeline_FullAccess を入力し、リストから選択します。

5.
6.

[Next Step]、[Create Group] の順に選択します。
ユーザーをグループに追加するには
a.
b.
c.

グループのリストから、作成したグループを選択します。
[Group Actions] で、[Add Users to Group] を選択します。
追加するユーザーをリストから選択し、[Add Users to Group] (グループにユーザーを追加) を選択
します。
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AWS Data Pipeline の使用開始
AWS Data Pipeline を使用すると、繰り返し発生するデータ処理のワークロードを確実に、優れたコスト
効率で、順序付け、スケジュール、実行、および管理することができます。このサービスを使用すること
で、ビジネスロジックに基き、オンプレミスとクラウドの両方で、構造化データと非構造化データを使用
して、ETL（抽出、変換、ロード）アクティビティを容易に設計できます。
AWS Data Pipeline を使用するには、データ処理のためのビジネスロジックを指定するパイプライン定
義を作成します。一般的なパイプライン定義は、実行する作業を定義するアクティビティ (p. 11)、入力
データと出力データの場所と型を定義するデータノード (p. 11)、アクティビティをいつ実行するかを決定
するスケジュール (p. 21)で構成されます。
このチュートリアルでは、Apache ウェブサーバーログに含まれる GET リクエストの数をカウントする
シェルコマンドスクリプトを実行します。このパイプラインは、15 分ごとに 1 時間実行され、各イテレー
ションで出力を Amazon S3 に書き込みます。
前提条件
開始する前に、「AWS Data Pipeline のセットアップ (p. 16)」のタスクを完了します。
パイプラインオブジェクト
このパイプラインでは以下のオブジェクトを使用します。
ShellCommandActivity (p. 227)
入力ログファイルを読み取り、エラー数をカウントします。
S3DataNode (p. 169) (input)
入力ログファイルが含まれる S3 バケット。
S3DataNode (p. 169) (output)
出力用の S3 バケット。
Ec2Resource (p. 238)
アクティビティを実行するために AWS Data Pipeline で使用されるコンピューティングリソース。
大量のログファイルデータがある場合は、EC2 インスタンスではなく EMR クラスターを使用して
ファイルを処理できるように、パイプラインを設定することができます。
スケジュール (p. 301)
アクティビティを 15 分ごとに 1 時間実行することを定義します。
タスク
• パイプラインの作成 (p. 18)
• 実行中のパイプラインのモニタリング (p. 19)
• 出力の表示 (p. 20)
• パイプラインの削除 (p. 20)

パイプラインの作成
AWS Data Pipeline の使用を開始するための最も簡単な方法は、テンプレートと呼ばれるパイプライン定
義を使用することです。
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パイプラインを作成するには
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、リージョンを選択します。お客様は場所に関係なく、使用できるリージョ
ンをどれでも選択できます。多くの AWS リソースはリージョンに固有ですが、AWS Data Pipeline で
はパイプラインと異なるリージョンにあるリソースを使用することができます。

3.

表示される最初の画面は、現在のリージョンにパイプラインを作成しているかどうかによって異なり
ます。
a.

このリージョンにパイプラインを作成していない場合は、コンソールに初期画面が表示されま
す。[Get started now] を選択します。

b.

このリージョンにパイプラインを既に作成している場合、コンソールには、リージョンのパイプ
ラインを一覧表示するページが表示されます。[Create new pipeline (新しいパイプラインの作成)]
を選択します。

4.

[Name] (名前) に、パイプラインの名前を入力します。

5.

(オプション) [Description] (説明) に、パイプラインの説明を入力します。

6.

を使用する場合送信元で、テンプレートを使用したビルドをクリックし、次のテンプレートを選択し
ます。ShellCommandActivity の使用開始。

7.

テンプレートを選択すると開く [Parameters] セクションで、[S3 input folder] と [Shell command to
run] の値をデフォルトのままにしておきます。[S3 output folder] の横のフォルダーアイコンをクリッ
クし、いずれかのバケットまたはフォルダーを選択して、[Select] をクリックします。

8.

[Schedule] で、値をデフォルトのままにしておきます。パイプラインをアクティブ化すると、パイプ
ライン実行が開始され、15 分ごとに 1 時間続きます。
代わりに、[Run once on pipeline activation] を選択することもできます。

9.

[Pipeline Configuration] (パイプラインの設定)で、ログ記録を有効のままにします。[S3 location for
logs] (S3 ログの場所) の下のフォルダーアイコンを選択します。いずれかのバケットまたはフォル
ダーを選択して、[Select] (選択) を選択します。
必要に応じて、代わりにログ記録を無効にすることができます。

10. [Security/Access] (セキュリティ/アクセス) で、[IAM roles] (IAM ロール) が [Default] (デフォルト) に設
定されたままにします。
11. [Activate] をクリックします。
必要に応じて、[Edit in Architect] (アーキテクトで編集する) を選択し、このパイプラインを変更でき
ます。例えば、前提条件を追加できます。

実行中のパイプラインのモニタリング
パイプラインをアクティブ化すると、パイプラインの進捗状況をモニタリングできる [Execution details]
ページに移動します。

パイプラインの進捗状況をモニタリングするには
1.

[Update] をクリックするか F5 キーを押して、ステータスの表示を更新します。

Tip
実行が表示されない場合は、パイプラインのスケジュールされた開始日時と終了日時が [Start
(in UTC)] から [End (in UTC)] までの期間に含まれていることを確認し、[Update] をクリック
します。
2.

パイプラインのすべてのオブジェクトのステータスが FINISHED であれば、スケジュールされたタス
クは正常に完了しています。
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3.

パイプラインが正常に完了していない場合は、問題に関するパイプラインの設定を確認してくださ
い。インスタンスがパイプラインの実行に失敗した場合または実行を完了できなかった場合のトラブ
ルシューティングに関する詳細については、「一般的な問題を解決する (p. 325)」を参照してくださ
い。

出力の表示
Amazon S3 コンソールを開き、バケットに移動します。パイプラインを 15 分ごとに 1 時間実行した場合
は、4 つのタイムスタンプ付きサブフォルダーが表示されます。各サブフォルダーには、出力が含まれた
output.txt という名前のファイルがあります。毎回同じ入力ファイルでスクリプトを実行したため、出
力ファイルも同じになります。

パイプラインの削除
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。パイプラインを削除すると、パイプライン定義
および関連するすべてのオブジェクトが削除されます。

パイプラインを削除するには
1.
2.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、パイプラインを選択します。
[Actions] (アクション) をクリックしてから、[Delete] (削除) を選択します。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

このチュートリアルからの出力を完了したら、Amazon S3 バケットから出力フォルダーを削除します。
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パイプラインの使用
AWS Data Pipeline コンソール、AWS SDK、またはコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して、
パイプラインを管理、作成、変更することができます。以下のセクションでは、AWS Data Pipeline の基
本概念を紹介し、パイプラインの使用方法を示します。

Important
開始する前に、「AWS Data Pipeline のセットアップ (p. 16)」を参照してください。
目次
• パイプラインのスケジューリング (p. 21)
• パイプラインの作成 (p. 24)
• パイプラインの表示 (p. 44)
• パイプラインの編集 (p. 50)
• パイプラインのクローン作成 (p. 52)
• パイプラインのタグ付け (p. 52)
• パイプラインの非アクティブ化 (p. 53)
• パイプラインの削除 (p. 54)
• パイプラインのアクティビティによるデータとテーブルのステージング (p. 55)
• VPC に対するパイプラインのリソースの起動 (p. 59)
• パイプラインでの Amazon EC2 スポットインスタンスの使用 (p. 64)
• 複数のリージョンにあるリソースとパイプラインの使用 (p. 65)
• カスケードの失敗と再実行 (p. 66)
• パイプライン定義ファイルの構文 (p. 67)
• API の使用 (p. 70)

パイプラインのスケジューリング
AWS Data Pipeline では、スケジュールは、アクティビティを実行する時期など、予定されたイベントの
タイミングを定義します。AWS Data Pipeline では、スケジュール (p. 301) パイプラインコンポーネント
を使用してこの機能を公開します。

コンソールを使用したスケジュールの作成
AWS Data Pipeline コンソールを使用すると、パイプラインをスケジュールし、作成することができま
す。これは、パイプラインを実稼働のワークロード用に設定する前に、テストおよびプロトタイプの作成
を行う場合に役立ちます。
[Create Pipeline] セクションには、以下のフィールドがあります。
フィールド

アクション

名前

パイプラインの名前を入力します。
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フィールド

アクション

説明

（オプション）パイプラインの説明を入力します。

[Schedule] セクションには、以下のフィールドがあります。
フィールド

アクション

実行

• [on activation] を選択し、オンデマンドパイプラインとしてパイプラインを実行
します。アクティブ化されるときに実行できるパイプラインが作成されます。

Run every

実行されるすべてのパイプラインに対する期間を入力します。

スタート

パイプラインを開始する日時を入力します。または、パイプラインをアクティブ化
したときに開始時刻を自動的に選択することもできます。

Ending

パイプラインを終了する日時を入力します。[never] を選択すると、パイプライン
は無限に実行されます。

[IAM Roles & Permissions] セクションには、以下のオプションがあります。
フィールド

アクション

デフォルト

このオプションを選択すると、ロールが AWS Data Pipeline によって決定されま
す。

Custom

独自の IAM ロールを指定する場合は、このオプションを選択します。このオプ
ションを選択した場合は、以下のロールを選択できます。
• パイプラインロール – アカウント内のリソースについて AWS Data Pipeline が
何をできるかを決定するロール。
• EC2 インスタンスロール – アカウント内のリソースについて Amazon EC2 アプ
リケーションが何をできるかを制御するロール。

オンデマンド
Note
[Other] セクションの [Architect] ページに、Default オブジェクトがあります。
AWS Data Pipeline にはオンデマンドスケジュールタイプがあります。これにより、パイプラインのアク
ティベーション時にパイプラインを実行するオプションが提供されます。パイプラインは、アクティベー
ションのリクエストに応じて 1 回実行されます。
オンデマンドパイプラインでは、デフォルトオブジェクトでスケジュールタイプを ondemand に設定する
必要があるのみです。オンデマンドパイプラインでは、スケジュールオブジェクトを使用しないことが必
要で、複数のスケジュールは許可されません。オンデマンドパイプラインの同時実行の最大数は、スロッ
トを使用して設定できます maxActiveInstances Default オブジェクトにあります。このスロットのデフォ
ルト値は、オンデマンドパイプラインの場合は 1 で、設定できる最大値は 5 です。
次の Default オブジェクトは、オンデマンドスケジュールを使用します。
{

"name": "Default",
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}

"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"scheduleType": "ondemand"

時系列形式と Cron 形式
AWS Data Pipeline では、2 つのタイプのパイプラインコンポーネントの定期的なスケジューリングが用意
されています。時系列形式のスケジューリングと Cron 形式のスケジューリングです。
スケジュールのタイプによって、パイプラインコンポーネントのインスタンスを間隔（期間とも呼ばれ
る）の最初から開始するか、間隔の最後から開始するかを指定することができます。
時系列形式のスケジューリングは、インスタンスが各間隔の最後にスケジュールされることを意味
し、Cron 形式のスケジューリングは、インスタンスが各間隔の最初にスケジュールされることを意味しま
す。たとえば、時系列形式のスケジューリングを使用して、開始時刻が 22:00 UTC であり、間隔/期間が
30 分に設定されている場合、パイプラインコンポーネントインスタンスの最初の実行は 22:00 UTC では
なく、22:30 UTC に開始されます。インスタンスを期間/間隔の最初（22:00 UTC など）から実行する場合
は、代わりに Cron 形式のスケジューリングを使用します。

Note
最小スケジューリング間隔は 15 分です。

Note
[Other] セクションの [Architect] ページに、Default オブジェクトがあります。
cron スタイルのパイプライン用の Default オブジェクトを次に示します。
{

"name": "Default",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"scheduleType": "cron"

}

時系列スタイルのパイプライン用の Default オブジェクトを次に示します。
{

}

"name": "Default",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"scheduleType": "timeseries"

スケジュールタイプを無視するリソース
AWS Data Pipeline は、パイプラインのスケジュールタイプの設定（時系列形式のスケジューリングまた
は Cron 形式のスケジューリング）に応じて、スケジュール期間の最初または最後にアクティビティおよ
びデータノードインスタンスを作成します。ただし、AWS Data Pipeline は、パイプラインのスケジュー
ルタイプに関係なく EC2Resource や EmrCluster などの Resource インスタンスを期間の最初に作成
し、WAITING_ON_DEPENDENCIES ステータスに設定します。実際の基盤となるリソースは、関連付け
られたアクティビティがスケジュールされるまでインスタンス化されません。

タスクのバックフィル
過去の開始時刻をスケジュールしてパイプラインを定義すると、AWS Data Pipeline はパイプライン内で
タスクをバックフィルします。その場合、AWS Data Pipeline はパイプライン内のタスクの多くのインス
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タンスをすぐに実行し、スケジュールされた開始時刻から現在の時刻までの間で、実行されるはずであっ
たそれらのタスクの回数について遅れを取り戻します。これが発生すると、パイプラインコンポーネント
インスタンスが実行されているのがわかります。 back-to-back また、パイプラインの作成時に指定した期
間の値よりも高い頻度で。AWS Data Pipelineは、過去の実行数に追いついた場合にのみ、パイプラインを
定義された期間に戻します。
開発およびテストフェーズでバックフィルを最小限にするには、startDateTime ～ endDateTime の間
隔を比較的短くします。
AWS Data Pipelineまた、パイプラインコンポーネントがパイプラインのアクティブ化をブロックして、
誤ったバックフィルを防ごうと試みます。 scheduledStartTime は 1 日前より前です。
パイプラインをすぐに起動するには、[Start Date Time (開始日付と時刻)] に過去の任意の日付を入力しま
す。AWS Data Pipeline は、未処理の作業として認識された項目を解決するために、"期限が過ぎた" 実行
を直ちに開始します。このバックフィリングは、AWS Data Pipeline が最初のクラスターを起動するまで 1
時間待つ必要がないことを意味します。

スケジュールを使用したリソースの最大効率
AWS Data Pipeline では、リソースと関連アクティビティに対して異なるスケジュールの期間をサポート
することによって、リソースの効率を最大化することができます。
たとえば、20 分間のスケジュール期間が設定されたアクティビティがあるとします。アクティビティのリ
ソースにも 20 分のスケジュール期間が設定されている場合、AWS Data Pipeline はこのリソースのインス
タンスを 1 時間に 3 つ作成し、タスクに必要なリソースの 3 倍のリソースを消費します。
代わりに、AWS Data Pipeline では異なるスケジュール、たとえば 1 時間のスケジュールでリソースを設
定することができます。20 分のスケジュールのアクティビティと組み合わせた場合、AWS Data Pipeline
は 1 時間にアクティビティの 3 つのインスタンスすべてにサービスを提供するためにリソースを 1 つだけ
作成します。これによりリソースの使用率を最大化します。

データの上書きに対する保護
AWS Data Pipeline を使用して、1 日に複数回実行され、各実行で同じ Amazon S3 の場所に出力をルー
ティングする、反復的なインポートジョブがあるとします。
日付ベースの式を使用しない場合、誤って出力データを上書きする可能性がありま
す。S3Output.DirectoryPath で s3://myBucket/#{@scheduledStartTime} などの日付ベース
の式を使用して、期間ごとに異なるディレクトリパスを指定できます。詳細については、「スケジュー
ル (p. 301)」を参照してください。

パイプラインの作成
AWS Data Pipeline でパイプラインを作成する方法は複数あります。
• コンソールを使用して、すぐに使えるように提供されているテンプレートからパイプラインを作成す
る。詳細については、「コンソールテンプレートを使用したパイプラインの作成 (p. 25)」を参照して
ください。
• コンソールを使用して、個々のパイプラインオブジェクトを手動で追加する。詳細については、「コン
ソールを使用したパイプラインの手動作成 (p. 38)」を参照してください。
• AWS Command Line Interface (CLI) で JSON 形式のパイプライン定義ファイルを使用する。
• AWS SDK と言語固有の API を使用する。詳細については、「 API の使用 (p. 70)」を参照してくだ
さい。
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コンソールテンプレートを使用したパイプラインの作
成
AWS Data Pipeline コンソールでは、設定済みのパイプライン定義（テンプレート）がいくつか提供され
ています。テンプレートを使用すると、AWS Data Pipeline の使用を迅速に開始することができます。パ
ラメータ化された値を使用してテンプレートを作成することもできます。これにより、パラメータと定義
済みの属性でパイプラインオブジェクトを指定することができます。ツールを使用して、パイプライン内
で特定用途の値を作成することもできます。これにより、異なる値を使用してパイプライン定義を再利用
することが可能になります。詳細については、「パラメータ化されたテンプレートを使用したパイプライ
ンの作成 (p. 35)」を参照してください。

パイプラインの初期化、作成、スケジュール
AWS Data Pipeline コンソールの [Create Pipeline] ページでは、パイプラインの作成とスケジュールを簡
単に行うことができます。

パイプラインの作成とスケジュールを行うには
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

[Get started now] または [Create Pipeline] をクリックします。

3.

パイプラインの名前と説明（オプション）を入力します。

4.

パイプライン定義をインタラクティブに作成してノードを編集するには [Build using Architect] を選択
します。または、[Build using a template] を選択してテンプレートを選択します。テンプレートの詳
細については、「テンプレートの選択 (p. 25)」を参照してください。
テンプレートの使用を選択した場合、コンソールで [Parameters] にそのテンプレートに固有のフォー
ムが表示されます。必要に応じてフォームに入力します。

5.

パイプラインをアクティブ化の際に 1 回実行するか、スケジュールに沿って実行するかを選択しま
す。
パイプラインをスケジュールに沿って実行する場合
a.

[Run every] で、パイプラインの間隔を選択します。開始時刻と終了時刻により、この間隔に十分
対応できる長さの間隔を設定する必要があります。

b.

[Starting] 時刻を選択します。[on pipeline activation] を選択した場合、パイプラインは現在のアク
ティベーション化日時を使用します。

c.

[Ending] 時刻を選択します。[never] を選択した場合、パイプラインは無限に実行されます。

6.

[IAM Roles] のオプションを選択します。[Default] を選択した場合は、AWS Data Pipeline のデフォル
トのロールが割り当てられます。オプションで [Custom] を選択して、アカウントで使用可能な別の
ロールを選択することもできます。

7.

[Edit in Architect] (アーキテクトで編集する) または [Activate] (アクティブ化) を選択します。

テンプレートの選択
テンプレートを選択すると、パイプラインの作成ページには、パイプライン定義で指定されているパラ
メータ (カスタムの Amazon S3 ディレクトリパス、Amazon EC2 キーペア名、データベース接続文字列
など) が表示されます。この情報は、パイプラインを作成するときとアクティブ化するときに指定できま
す。コンソールで使用できる以下のテンプレートは、Amazon S3 バケット (s3://datapipeline-useast-1/templates/) からダウンロードすることもできます。

テンプレート
• ShellCommandActivity の開始方法 (p. 26)
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• Run AWS CLI Command (p. 26)
• [Export DynamoDB Table to S3] (S3 への DynamoDB テーブルのエクスポート) (p. 26)
• [Import DynamoDB Backup Data from S3] (S3 からの DynamoDB バックアップデータのインポー
ト) (p. 27)
• [Run Job on an Amazon EMR Cluster] (Amazon EMR クラスターでのジョブの実行) (p. 27)
• [Full Copy of Amazon RDS MySQL Table to Amazon S3] (Amazon S3 への Amazon RDS MySQL テーブ
ルの完全コピー) (p. 27)
• [Incremental Copy of Amazon RDS MySQL Table to Amazon S3] (Amazon S3 への Amazon RDS
MySQL テーブルの増分コピー) (p. 28)
• [Load S3 Data into Amazon RDS MySQL Table] (Amazon RDS MySQL テーブルへの S3 データのロー
ド) (p. 28)
• [Full Copy of Amazon RDS MySQL Table to Amazon Redshift] (Amazon Redshift への Amazon RDS
MySQL テーブルの完全コピー) (p. 33)
• [Incremental Copy of an Amazon RDS MySQL Table to Amazon Redshift] (Amazon Redshift への
Amazon RDS MySQL テーブルの増分コピー) (p. 34)
• [Load Data from Amazon S3 into Amazon Redshift] (Amazon S3 から Amazon Redshift へのデータの
ロード) (p. 34)

ShellCommandActivity の開始方法
-の使用開始 ShellCommandActivityテンプレートでは、ログファイル内の GET リクエストの数をカウント
するシェルコマンドスクリプトを実行します。出力は、スケジュールされたパイプライン実行ごとに、タ
イムスタンプ付きで Amazon S3 の場所に書き込まれます。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
• ShellCommandActivity
• S3InputNode
• S3OutputNode
• Ec2Resource

Run AWS CLI Command
このテンプレートでは、スケジュールされた間隔でユーザー指定の AWS CLI コマンドを実行します。

[Export DynamoDB Table to S3] (S3 への DynamoDB テーブルの
エクスポート)
[Export DynamoDB table to S3] (S3 への DynamoDB テーブルのエクスポート) テンプレートで
は、DynamoDB テーブルから Amazon S3 バケットにデータがエクスポートされるように Amazon EMR
クラスターをスケジュールします。このテンプレートでは Amazon EMR クラスターを使用します。この
クラスターは、DynamoDB テーブルで利用可能なスループットの値に比例してサイズ調整されます。テー
ブルの IOPS は増やすことができますが、その場合はインポートおよびエクスポート時に追加コストが
発生する可能性があります。以前は、エクスポートでは HiveActivity でも今はネイティブを使っています
MapReduce。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
•
•
•
•

EmrActivity (p. 184)
EmrCluster (p. 245)
DynamoDBDataNode (p. 154)
S3DataNode (p. 169)
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チュートリアルについては、「AWS Data Pipeline を使用した DynamoDB データのインポートとエクス
ポート (p. 98)」を参照してください。

[Import DynamoDB Backup Data from S3] (S3 からの DynamoDB
バックアップデータのインポート)
[Import DynamoDB backup data from S3] (S3 からの DynamoDB バックアップデータのインポート) テン
プレートでは、Amazon S3 にある作成済みの DynamoDB バックアップが DynamoDB テーブルにロード
されるように、Amazon EMR クラスターをスケジュールします。DynamoDB テーブル内の既存の項目は
バックアップデータ内の該当データで更新され、新しい項目はテーブルに追加されます。このテンプレー
トでは Amazon EMR クラスターを使用します。このクラスターは、DynamoDB テーブルで利用可能な
スループットの値に比例してサイズ調整されます。テーブルの IOPS は増やすことができますが、その場
合はインポートおよびエクスポート時に追加コストが発生する可能性があります。以前は、インポートは
HiveActivity でも今はネイティブを使っています MapReduce。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
• EmrActivity (p. 184)
• EmrCluster (p. 245)
• DynamoDBDataNode (p. 154)
• S3DataNode (p. 169)
• S3PrefixNotEmpty (p. 279)
チュートリアルについては、「AWS Data Pipeline を使用した DynamoDB データのインポートとエクス
ポート (p. 98)」を参照してください。

[Run Job on an Amazon EMR Cluster] (Amazon EMR クラスター
でのジョブの実行)
-Elastic でJob を実行する MapReduce クラスターテンプレートでは、指定されたパラメータに基づいて
Amazon EMR クラスターを起動し、指定されたスケジュールに基づいてステップの実行を開始します。
ジョブが完了すると、EMR クラスターは終了します。オプションでブートストラップアクションを指定す
ることにより、追加ソフトウェアのインストールや、クラスター上にあるアプリケーションの設定変更を
行うことができます。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
• EmrActivity (p. 184)
• EmrCluster (p. 245)

[Full Copy of Amazon RDS MySQL Table to Amazon S3]
(Amazon S3 への Amazon RDS MySQL テーブルの完全コピー)
[Full Copy of RDS MySQL Table to S3] (S3 への RDS MySQL テーブルの完全コピー) テンプレートで
は、Amazon RDS MySQL テーブル全体をコピーし、Amazon S3 の場所に出力を保存します。出力は
CSV ファイル形式で、指定された Amazon S3 の場所のタイムスタンプ付きサブフォルダーに保存されま
す。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
• CopyActivity (p. 179)
• Ec2Resource (p. 238)
• SqlDataNode (p. 174)
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• S3DataNode (p. 169)

[Incremental Copy of Amazon RDS MySQL Table to Amazon S3]
(Amazon S3 への Amazon RDS MySQL テーブルの増分コピー)
[Incremental Copy of RDS MySQL Table to S3] (S3 への RDS MySQL テーブルの増分コピー) テンプレー
トでは、Amazon RDS MySQL テーブルのデータの増分コピーを作成し、出力を Amazon S3 の場所に保
存します。Amazon RDS MySQL テーブルには [Last Modified] (最終更新日時) 列が存在する必要がありま
す。
このテンプレートでは、スケジュールされた開始時刻から始まるスケジュールされた間隔で、テーブルに
行われた変更をコピーします。スケジュールタイプは時系列形式 (p. 23)であるため、特定の時刻から
始まる 1 時間についてコピーがスケジュールされている場合、AWS Data Pipeline は、Last Modified 列の
タイムスタンプがその 1 時間に含まれるテーブル行をコピーします。テーブルへの物理的な削除はコピー
されません。出力は、スケジュールされた実行ごとに、Amazon S3 の場所にあるタイムスタンプ付きサブ
フォルダに書き込まれます。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
• CopyActivity (p. 179)
• Ec2Resource (p. 238)
• SqlDataNode (p. 174)
• S3DataNode (p. 169)

[Load S3 Data into Amazon RDS MySQL Table] (Amazon RDS
MySQL テーブルへの S3 データのロード)
[Load S3 Data into RDS MySQL Table] (RDS MySQL テーブルへの S3 データのロード) テンプレートで
は、下で指定された Amazon S3 ファイルパスから Amazon RDS MySQL テーブルに CSV ファイルが
コピーされるように、Amazon EC2 インスタンスをスケジュールします。CSV ファイルにはヘッダー
行を含めないようにします。このテンプレートでは、Amazon RDS MySQL テーブルの既存のエントリ
が、Amazon S3 データに含まれる該当項目で更新され、Amazon S3 データに含まれる新しいエントリが
Amazon RDS MySQL テーブルに追加されます。既存のテーブルにデータをロードすることも、新しい
テーブルを作成する SQL クエリを指定することもできます。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
• CopyActivity (p. 179)
• Ec2Resource (p. 238)
• SqlDataNode (p. 174)
• S3DataNode (p. 169)

Amazon RDS から Amazon Redshift へのテンプレート
以下の 2 つのテンプレートでは、変換スクリプトを使用して、Amazon RDS MySQL から Amazon
Redshift にテーブルをコピーします。変換スクリプトでは、ソーステーブルのスキーマを使用して
Amazon Redshift テーブルが作成されます。以下の点に注意してください。
• 分散キーを指定しなかった場合は、Amazon RDS テーブルの最初のプライマリキーが分散キーとして設
定されます。
• Amazon Redshift へのコピーを実行するときに、Amazon RDS MySQL のテーブルにある列を省略する
ことはできません。
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• (オプション) テンプレートに含まれるパラメータの 1 つとして、Amazon RDS MySQL から Amazon
Redshift への列データ型マッピングを指定することができます。指定した場合、スクリプトではこれを
使用して Amazon Redshift テーブルが作成されます。
Overwrite_Existing Amazon Redshift 挿入モードが使用されている場合、次のようになります。
• 分散キーを指定しなかった場合は、Amazon RDS MySQL テーブルのプライマリキーが使用されます。
• テーブルに複合プライマリキーが存在し、分散キーが指定されていない場合は、最初の複合プライマリ
キーが分散キーとして使用されます。Amazon Redshift テーブルでは、最初の複合キーのみがプライマ
リキーとして設定されます。
• 分散キーが指定されず、Amazon RDS MySQL テーブルにプライマリキーが存在しない場合、コピー操
作は失敗します。
Amazon Redshift の詳細については、次のトピックを参照してください。
• Amazon Redshift クラスター
• Amazon Redshift COPY
• 分散スタイルと DISTKEY の例
• ソートキー
次の表では、スクリプトでデータ型がどのように変換されるかを示しています。

MySQL と Amazon Redshift の間のデータ型変換
MySQL のデータ型

Amazon Redshift のデータ型

Notes (メモ)

TINYINT,

SMALLINT

MySQL: -128 ～ 127。最大桁数
を括弧内に指定できます。

TINYINT (size)

TINYINT UNSIGNED、

Amazon Redshift: INT2。符号付
き 2 バイト整数
SMALLINT

TINYINT (size) UNSIGNED

MySQL: 0 ～ 255 UNSIGNED。
最大桁数を括弧内に指定できま
す。
Amazon Redshift: INT2。符号付
き 2 バイト整数

SMALLINT,

SMALLINT

SMALLINT(size)

MySQL: -32768 ～ 32767
normal。最大桁数を括弧内に指
定できます。
Amazon Redshift: INT2。符号付
き 2 バイト整数

SMALLINT UNSIGNED、

INTEGER

SMALLINT(size) UNSIGNED、

MySQL: 0 ～ 65535
UNSIGNED*。最大桁数を括弧内
に指定できます。
Amazon Redshift: INT4。符号付
き 4 バイト整数

MEDIUMINT、

INTEGER

MEDIUMINT(size)
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MySQL のデータ型

Amazon Redshift のデータ型

Notes (メモ)
Amazon Redshift: INT4。符号付
き 4 バイト整数

MEDIUMINT UNSIGNED、

INTEGER

MEDIUMINT(size)

Amazon Redshift: INT4。符号付
き 4 バイト整数

UNSIGNED
INT,

INTEGER

INT(size)

INT UNSIGNED、

BIGINT

BIGINT

Amazon Redshift: INT8。符号付
き 8 バイト整数

VARCHAR(20*4)

MySQL: 0 ～
18446744073709551615

BIGINT(size) UNSIGNED

FLOAT

Amazon Redshift: 同等のネイ
ティブ型がないため、char 配列
を使用します。
REAL

FLOAT(size,d)
FLOAT(size,d) UNSIGNED
DOUBLE(size,d)

MySQL: 0 ～ 4294967295
Amazon Redshift: INT8。符号付
き 8 バイト整数

BIGINT(size)
BIGINT UNSIGNED

MySQL: 147483648 ～
2147483647
Amazon Redshift: INT4。符号付
き 4 バイト整数

INT(size) UNSIGNED
BIGINT

MySQL: 0 ～ 16777215。最大桁
数を括弧内に指定できます。

最大桁数を size パラメータで指
定できます。小数点以下の最大
桁数は d パラメータで指定しま
す。
Amazon Redshift: FLOAT4

DOUBLE PRECISION

最大桁数を size パラメータで指
定できます。小数点以下の最大
桁数は d パラメータで指定しま
す。
Amazon Redshift: FLOAT8

DECIMAL(size,d)

DECIMAL(size,d)

固定小数点数を使用するため
の、文字列として格納される
DOUBLE。最大桁数を size パラ
メータで指定できます。小数点
以下の最大桁数は d パラメータ
で指定します。
Amazon Redshift: 同等のネイ
ティブ型がありません。
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MySQL のデータ型

Amazon Redshift のデータ型

Notes (メモ)

CHAR(size)

VARCHAR(size*4)

固定長の文字列を格納します。
これには、文字、数字、特殊文
字を含めることができます。固
定サイズは括弧内パラメータで
指定します。255 文字まで格納で
きます。
右側にスペースが埋め込まれま
す。
Amazon Redshift: CHAR デー
タ型ではマルチバイト文字
がサポートされていないた
め、VARCHAR が使用されま
す。
1 文字あたりの最大バイト数は
4（RFC3629 を参照）で、文字
テーブルは U+10FFFF に制限さ
れます。

VARCHAR(size)

VARCHAR(size*4)

255 文字まで格納できます。
VARCHAR では、以下の無
効な UTF-8 コードポイン
トがサポートされていませ
ん: 0xD800 ～ 0xDFFF（バ
イトシーケンス: ED A0 80
～ ED BF BF）、0xFDD0 ～
0xFDEF、0xFFFE、0xFFFF（バ
イトシーケンス: EF B7 90 ～ EF
B7 AF、EF BF BE、EF BF BF）

TINYTEXT

VARCHAR(255*4)

最大長 255 文字の文字列を格納
します

TEXT

VARCHAR(max)

最大長 65,535 文字の文字列を格
納します。

MEDIUMTEXT

VARCHAR(max)

0 ～ 16,777,215 文字

LONGTEXT

VARCHAR(max)

0 ～ 4,294,967,295 文字

BOOLEAN

BOOLEAN

MySQL: これらのタイプはの同義
語です小さな (1)。値ゼロは false
と見なされます。ゼロ以外の値
は true と見なされます。

BINARY[(M)]

varCHAR(255)

M は 0 ～ 255 バイト、FIXED

VARBINARY(M)

VARCHAR(max)

0 ～ 65,535 バイト

TINYBLOB

VARCHAR(255)

0 ～ 255 バイト

BLOB

VARCHAR(max)

0 ～ 65,535 バイト

MEDIUMBLOB

VARCHAR(max)

0 ～ 16,777,215 バイト

BOOL
TINYINT(1)
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MySQL のデータ型

Amazon Redshift のデータ型

Notes (メモ)

LONGBLOB

VARCHAR(max)

0 ～ 4,294,967,295 バイト

ENUM

VARCHAR(255*2)

リテラル ENUM 文字列の長さで
はなく、テーブル定義に含まれ
る ENUM 値の数に制限がありま
す。

SET

VARCHAR(255*2)

ENUM と同じ。

DATE

DATE

(YYYY-MM-DD)
「1000-01-01」から
「9999-12-31」

TIME

VARCHAR(10*4)

(hh:mm:ss)
"-838:59:59" ～ "838:59:59"

DATETIME

TIMESTAMP

(YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
"1000-01-01 00:00:00" ～
"9999-12-31 23:59:59"

TIMESTAMP

TIMESTAMP

(YYYYMMDDhhmmss)
19700101000000 ～ 2037+

YEAR

VARCHAR(4*4)

(YYYY)
1900 ～ 2155

column SERIAL

ID 生成 / この列はコピーされる
ため、この属性は OLAP データ
ウェアハウスでは必要ありませ
ん。

SERIAL は、実際には
SEQUENCE というエンティティ
です。テーブルの残りの部分か
らは独立して存在しています。

変換時に SERIAL キーワードは
追加されません。

column GENERATED BY
DEFAULT
これは下記と同等です:
CREATE SEQUENCE name;
CREATE TABLE table ( column
INTEGER NOT NULL DEFAULT
nextval(name) );
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MySQL のデータ型

Amazon Redshift のデータ型

Notes (メモ)

column BIGINT UNSIGNED
NOT NULL AUTO_INCREMENT
UNIQUE

ID 生成 / この列はコピーされる
ため、この属性は OLAP データ
ウェアハウスでは必要ありませ
ん。

SERIAL は、実際には
SEQUENCE というエンティティ
です。テーブルの残りの部分か
らは独立して存在しています。

このため、変換時に SERIAL
キーワードは追加されません。

column GENERATED BY
DEFAULT
これは下記と同等です:
CREATE SEQUENCE name;
CREATE TABLE table ( column
INTEGER NOT NULL DEFAULT
nextval(name) );

ZEROFILL

変換時に ZEROFILL キーワード
は追加されません。

INT UNSIGNED ZEROFILL NOT
NULL
ZEROFILL では、フィールド
に表示される値に、列定義で
指定された表示幅までゼロが埋
め込まれます。値の桁数が表示
幅を超えても、切り捨ては行わ
れません。ZEROFILL の使用
は、UNSIGNED を暗黙に示して
います。

[Full Copy of Amazon RDS MySQL Table to Amazon Redshift]
(Amazon Redshift への Amazon RDS MySQL テーブルの完全コ
ピー)
[Full copy of Amazon RDS MySQL table to Amazon Redshift] (Amazon Redshift への Amazon RDS MySQL
テーブルの完全コピー) テンプレートでは、データを Amazon S3 フォルダにステージングすることによっ
て、Amazon RDS MySQL テーブル全体を Amazon Redshift テーブルにコピーします。Amazon S3 ステー
ジングフォルダが、Amazon Redshift クラスターと同じリージョンに存在する必要があります。ソースの
Amazon RDS MySQL テーブルと同じスキーマを使って、Amazon Redshift テーブルが (まだ存在しない場
合は) 作成されます。Amazon Redshift テーブルの作成時に適用する、Amazon RDS MySQL から Amazon
Redshift への列データ型オーバーライドがあれば、指定します。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
• CopyActivity (p. 179)
• RedshiftCopyActivity (p. 218)
• S3DataNode (p. 169)
• SqlDataNode (p. 174)
• RedshiftDataNode (p. 164)
• RedshiftDatabase (p. 288)
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[Incremental Copy of an Amazon RDS MySQL Table to Amazon
Redshift] (Amazon Redshift への Amazon RDS MySQL テーブル
の増分コピー)
[Incremental copy of Amazon RDS MySQL table to Amazon Redshift] (Amazon Redshift への Amazon RDS
MySQL テーブルの増分コピー) テンプレートでは、データを Amazon S3 フォルダにステージングするこ
とによって、Amazon RDS MySQL テーブルのデータを Amazon Redshift テーブルにコピーします。
Amazon S3 ステージングフォルダが、Amazon Redshift クラスターと同じリージョンに存在する必要があ
ります。
AWS Data Pipeline では、変換スクリプトによって、ソースの Amazon RDS MySQL テーブルと同じス
キーマを使って、Amazon Redshift テーブルが (まだ存在しない場合は) 作成されます。Amazon Redshift
テーブルの作成時に適用する、Amazon RDS MySQL から Amazon Redshift への列データ型オーバーライ
ドがあれば、指定する必要があります。
このテンプレートでは、スケジュールされた開始時刻から始まるスケジュールされた間隔で、Amazon
RDS MySQL テーブルに行われた変更をコピーします。Amazon RDS MySQL テーブルへの物理的な削除
はコピーされません。最終更新日時の値を格納する列名を指定する必要があります。
デフォルトのテンプレートを使用して、Amazon RDS の増分コピーのパイプラインを作成する場合は、デ
フォルト名 RDSToS3CopyActivity というアクティビティが作成されます。名前は変更できます。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
• CopyActivity (p. 179)
• RedshiftCopyActivity (p. 218)
• S3DataNode (p. 169)
• SqlDataNode (p. 174)
• RedshiftDataNode (p. 164)
• RedshiftDatabase (p. 288)

[Load Data from Amazon S3 into Amazon Redshift] (Amazon S3
から Amazon Redshift へのデータのロード)
[Load data from S3 into Redshift] (S3 から Redshift へのデータのロード) テンプレートでは、Amazon S3
フォルダから Amazon Redshift テーブルにデータをコピーします。既存のテーブルにデータをロードする
ことも、テーブルを作成する SQL クエリを指定することもできます。
データは、Amazon Redshift COPY オプションに基づいてコピーされます。Amazon Redshift テーブルの
スキーマは、Amazon S3 のデータと同じである必要があります。COPY オプションについては、Amazon
Redshift データベース開発者ガイドの「COPY」を参照してください。
このテンプレートは以下のパイプラインオブジェクトを使用します。
• CopyActivity (p. 179)
• RedshiftCopyActivity (p. 218)
• S3DataNode (p. 169)
• RedshiftDataNode (p. 164)
• RedshiftDatabase (p. 288)
• Ec2Resource (p. 238)
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パラメータ化されたテンプレートを使用したパイプラインの作成
パラメータ化されたテンプレートを使用して、パイプライン定義をカスタマイズできます。これにより、
共通のパイプライン定義を作成しておき、このパイプライン定義を新しいパイプラインに追加するとき
に、異なるパラメータを指定することができます。
目次
• パイプライン定義への myVariables の追加 (p. 35)
• パラメータオブジェクトの定義 (p. 36)
• パラメータ値の定義 (p. 37)
• パイプライン定義の送信 (p. 37)

パイプライン定義への myVariables の追加
パイプライン定義ファイルを作成する場合、#{my##} という構文を使用して変数を指定します。変数
の前にプレフィックス my を付ける必要があります。たとえば、パイプラインを次のように定義しま
す。pipeline-definition.jsonには、次の変数が含まれます。myShellCmd,MyS3InputLoc, およ
びMyS3OutputLoc。

Note
パイプライン定義には、50 パラメーターという上限があります。
{

"objects": [
{
"id": "ShellCommandActivityObj",
"input": {
"ref": "S3InputLocation"
},
"name": "ShellCommandActivityObj",
"runsOn": {
"ref": "EC2ResourceObj"
},
"command": "#{myShellCmd}",
"output": {
"ref": "S3OutputLocation"
},
"type": "ShellCommandActivity",
"stage": "true"
},
{
"id": "Default",
"scheduleType": "CRON",
"failureAndRerunMode": "CASCADE",
"schedule": {
"ref": "Schedule_15mins"
},
"name": "Default",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
{
"id": "S3InputLocation",
"name": "S3InputLocation",
"directoryPath": "#{myS3InputLoc}",
"type": "S3DataNode"
},
{
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"id": "S3OutputLocation",
"name": "S3OutputLocation",
"directoryPath": "#{myS3OutputLoc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-mmss')}",
"type": "S3DataNode"
},
{
"id": "Schedule_15mins",
"occurrences": "4",
"name": "Every 15 minutes",
"startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
"type": "Schedule",
"period": "15 Minutes"
},
{
"terminateAfter": "20 Minutes",
"id": "EC2ResourceObj",
"name": "EC2ResourceObj",
"instanceType":"t1.micro",
"type": "Ec2Resource"
}
]
}

パラメータオブジェクトの定義
パイプライン定義に含まれる変数を定義したパラメータオブジェクトのファイルは、個別に作成すること
ができます。たとえば、次の JSON ファイルの場合、parameters.jsonには、のパラメータオブジェク
トが含まれていますmyShellCmd,MyS3InputLoc, およびMyS3OutputLoc上記のパイプライン定義の例
の変数。
{

"parameters": [
{
"id": "myShellCmd",
"description": "Shell command to run",
"type": "String",
"default": "grep -rc \"GET\" ${INPUT1_STAGING_DIR}/* > ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/
output.txt"
},
{
"id": "myS3InputLoc",
"description": "S3 input location",
"type": "AWS::S3::ObjectKey",
"default": "s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/pig-apache-logs/data"
},
{
"id": "myS3OutputLoc",
"description": "S3 output location",
"type": "AWS::S3::ObjectKey"
}
]
}

Note
個別のファイルを使用する代わりに、これらのオブジェクトをパイプライン定義ファイルに直接
追加することもできます。
次の表では、パラメータオブジェクトの属性を説明しています。
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パラメータ属性
属性

型

説明

id

文字列

パラメータの一意な識別子。入
力中または表示中に値を隠す
には、プレフィックスとしてア
スタリスク（*）を追加します
例: *myVariable—。この場
合、AWS Data Pipeline によって
保存される前に値が暗号化され
る点にも注意してください。

[ Description] ( 説明)

文字列

パラメータの説明。

type

文字列、整数、2 倍、または
AWS::S3::ObjectKey

パラメータの型。入力値の許容
範囲と検証規則を定義します。
デフォルト値は String です。

optional

ブール値

パラメータがオプションか必須
かを示します。デフォルトは
false です。

allowedValues

Strings のリスト

パラメータに許可されている値
をすべて列挙します。

デフォルト

文字列

パラメータのデフォルト値。パ
ラメータ値を使用して、このパ
ラメータの値を指定すると、デ
フォルト値を上書きします。

isArray

ブール値

パラメータが配列かどうかを示
します。

パラメータ値の定義
個別のファイルを作成し、パラメータ値を使用して変数を定義することができます。たとえば、次の
JSON ファイルの場合、file://values.jsonには、の値が含まれますMyS3OutputLoc上記のパイプラ
イン定義の例の変数。
{

}

"values":
{
"myS3OutputLoc": "myOutputLocation"
}

パイプライン定義の送信
パイプライン定義を送信する際には、パラメータ、パラメータオブジェクト、パラメータ値を指定できま
す。たとえば、次を使用できます。put-pipeline-definition AWS CLIコマンドは次のとおりです。
$ aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id id --pipeline-definition
file://pipeline-definition.json \
--parameter-objects file://parameters.json --parameter-values-uri file://values.json
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Note
パイプライン定義には、50 パラメーターという上限があります。parameter-values-uri 用の
ファイルサイズには、15 KB という上限があります。

コンソールを使用したパイプラインの手動作成
テンプレートから始めるのではなく、AWS Data Pipeline アーキテクトを使用してパイプラインを作成で
きます。このセクションで作成するサンプルのパイプラインでは、アーキテクトを使用して、指定したス
ケジュールに従って、ある Amazon S3 バケットから別のバケットにファイルをコピーするパイプライン
を作成する方法を示します。
前提条件
コピーするファイルの Amazon S3 の場所と、ファイルのコピー先の Amazon S3 の場所が必要です。詳
細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットの作成」を参照してくださ
い。
タスク
• パイプライン定義の作成 (p. 38)
• AWS Data Pipeline アーキテクトを使用してアクティビティを定義する (p. 39)
• パイプラインの検証と保存 (p. 43)
• パイプラインのアクティブ化 (p. 43)

パイプライン定義の作成
パイプライン作成の最初の画面を完了して、パイプライン定義を作成します。

パイプライン定義を作成するには
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

初めてパイプラインを作成する場合は [Get started now] (今すぐ始める) を選択します。あるい
は、[Create new pipeline] (新規のパイプラインを作成する) を選択します。

3.

[Name] に、パイプラインの名前（例: CopyMyS3Data）を入力します。

4.

[ Description] に説明を入力します。

5.

パイプライン定義の [Source (ソース)] を選択します。このウォークスルーでは、[Build using architect
(アーキテクトを使用してビルドする)] を選択し、AWS Data Pipeline アーキテクトを使用してパイプ
ラインを設計します。[Build using a template (テンプレートを使用してビルドする)] オプションの詳
細については、「コンソールテンプレートを使用したパイプラインの作成 (p. 25)」を参照してくだ
さい。Amazon S3 またはローカルでパイプライン定義ファイルを指定するための [Import a definition]
(定義のインポート) オプションの詳細については、「パイプライン定義ファイルの構文 (p. 67)」を
参照してください。
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6.

[Schedule (スケジュール)] で、選択をデフォルトのままにしておきます。

7.

[Pipeline Configuration] (パイプラインの設定) で、[Logging] (ログ記録) を有効のままにし、ログファ
イルが保存される Amazon S3 の場所を入力します。

8.

[Security/Access (セキュリティ/アクセス)] で、[Default (デフォルト)] に [IAM roles (IAM ロール)] を選
択したままにします。
または、独自の IAM ロールを作成した場合は、[Custom] (カスタム) を選択して、[Pipeline role] (パイ
プラインロール) および [EC2 instance role] (EC2 インスタンスロール) のロールを選択します。

9.

必要に応じて、パイプラインを分類して識別できるように、[Tags (タグ)] にタグキーと値を入力しま
す。

10. [Edit in Architect (アーキテクトで編集する)] を選択します。

AWS Data Pipeline アーキテクトを使用してアクティビティを定
義する
AWS Data Pipeline アーキテクトでは、定義済みのアクティビティを選択してパイプラインに追加できま
す。アーキテクトは、アクティビティとアクティビティに関連付けられたリソース (データノード、スケ
ジュール、リソースなど) を定義するときに、パイプラインフローをグラフィカルに表示します。データ
パイプラインは、複数のアクティビティで構成できます。
次の手順では、CopyActivityまた、2 つの Amazon S3 の場所間でデータをコピーします。1 つの Amazon
S3 の場所をソースとして指定します。DataNodeまた、コピー元となる他の Amazon S3 の場所をコピー
先としてDataNode。また、実行するアクティビティのスケジュールと、アクティビティが実行するために
使用する AWS リソースも設定します。

コピーアクティビティを定義するには
1.

Selectを追加します。,CopyActivity。

API バージョン 2012-10-29
39

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
コンソールを使用したパイプラインの手動作成

[Activies (アクティビティ)] に、コピーアクティビティのプロパティとリソースを設定するための
フィールドが表示されます。
2.

[Activies (アクティビティ)] で、次のガイドラインに従ってアクティビティを設定します。
パラメーター

手順

名前

アクティビティを識別しやすい名前 (例: copymyS3-data) を入力します。

[Type] (タイプ)

これはデフォルトでCopyActivity以前の選択に基
づいて CopyActivity。デフォルトのままにしま
す。

[Input] (入力)

Select新しく作成する: DataNodeリストか
ら。デフォルト名が [] の新しいデータノー
ドDefaultDataNode1が作成されます。これは、
データのコピー元となるソースデータノードで
す。このデータノードの詳細は後で設定しま
す。既存のデータノードがある場合は、それを
選択できます。

出力

Select新しく作成する: DataNodeリストか
ら。デフォルト名が [] の新しいデータノー
ドDefaultDataNode2が作成されます。これは、
データがコピーされるコピー先のデータノード
です。このデータノードの詳細は後で設定しま
す。既存のデータノードがある場合は、それを
選択できます。

スケジュール

Select新しく作成する: Scheduleリストか
ら。デフォルト名が [] の新しいスケジュー
ルDefaultSchedule1が作成されます。このスケ
ジュールは、パイプラインを実行するタイミン
グを決定します。このスケジュールの詳細は後
で設定します。既存のスケジュールがある場合
は、そのスケジュールを選択できます。

[Add an optional field... (オプションのフィール
ド...の追加)]

SelectRunsOnリストから。
新しい [Runs On (実行)] 選択のための空のリス
トが表示されます。
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パラメーター

手順
空のリストから、新しく作成する: リソース。デ
フォルト名が [] のリソースDefaultResource1が
作成されます。これは、パイプラインがアク
ティビティを実行するために使用する AWS リ
ソースです。リソースの詳細は後で設定しま
す。既存のリソースがある場合は、そのリソー
スを選択できます。

左のペインには、設定したアクティビティがグラフィカルに表示されます。このペインで任意のパイ
プラインコンポーネントを選択するか、右のペインの各セクションを展開して詳細を表示し、次の設
定タスクを実行できます。

スケジュールの設定
パイプラインの実行日時を設定します。AWS Data Pipeline では、"YYYY-MM-DDTHH:MM:SS" という形
式で表される UTC/GMT の日時のみがサポートされています。

パイプラインの実行日時を設定するには
1.

パイプラインページの、右のペインで、[Schedules (スケジュール)] を選択します。

2.

このアクティビティのスケジュール名 (例: copy-myS3-data-schedule) を入力します。

3.

[Start Date Time] で、カレンダーから日付を選択し、アクティビティを開始する時刻を入力します。

4.

[Period] で、アクティビティの期間（例: 1）を入力し、さらに期間カテゴリ（例: Days）を選択しま
す。

5.

（オプション）アクティビティを終了する日付と時刻を指定するには、[Add an optional field] で [End
Date Time] を選択して日付と時刻を入力します。
パイプラインをすぐに起動するには、[Start Date Time (開始日付と時刻)] に過去の任意の日付を入力
します。AWS Data Pipeline は、未処理の作業として認識された項目を解決するために、"期限が過ぎ
た" 実行を直ちに開始します。このバックフィリングは、AWS Data Pipeline が最初のクラスターを起
動するまで 1 時間待つ必要がないことを意味します。

データノードの設定
このステップでは、コピーアクティビティを設定するときに [Input (入力)] および [Output (出力)] として作
成および指定したデータノードを設定します。データノードを作成した後、パイプラインに追加する可能
性のある他のアクティビティでもデータノードを使用できます。

入力および出力データノードを設定するには
1.

パイプラインページの右のペインで、[] を選択します。DataNodesまた、左のペインのワークフロー
から個々のデータノードを選択します。

2.

次のガイドラインに従って、各データノードを設定します。
パラメーター

手順

名前

このノードの目的を識別するのに役立つ名前を
入力します。たとえば、DefaultDataNode1
を S3LocationForCopyActivityInput
に、DefaultDataNode2
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パラメーター

手順
をS3LocationForCopyActivityOutput に置
き換えます。

[Type] (タイプ)

SelectS3DataNode。

スケジュール

前の手順で設定したスケジュールを選択しま
す。

[Add an optional field... (オプションのフィール
ド...の追加)]

リストから [File Path (ファイルパス)] を選択し
ます。
新しい [File Path (ファイルパス)] 選択のための
空のリストが表示されます。
設定するデータノードに適した Amazon S3 の既
存のファイルパスを入力します。たとえば、コ
ピーアクティビティの [Input (入力)] データノー
ドとして指定されているデータノードを設定す
る場合は、s3://mybucket/myinputdata と
入力します。[Output (出力)] データノードを設定
する場合は、s3://mybucket/mycopy と入力
します。

リソースの設定
このステップでは、AWS Data Pipeline がコピーアクティビティを実行するために使用するリソースを設
定します。このリソースは、アクティビティを設定するときに [Runs On (実行)] リソースとして指定され
ます。コピーアクティビティでは、Amazon EC2 インスタンスが使用されます。

パイプラインコピーアクティビティのリソースとして EC2 インスタンスを設定するには
1.

パイプラインページの右のペインで、[Resources (リソース)] を選択します。

2.

次のガイドラインに従ってリソースを設定します。
パラメーター

手順

名前

リソースを識別するのに役立つリソースの名前
(例: Ec2InstanceForCopyActivity) を入力
します。

[Type] (タイプ)

[Ec2Resource] を選択します。

リソースロール

デフォルトのままにしま
すDataPipelineDefaultResourceを選択する
か、カスタム IAM ロールを選択します。詳細
については、AWS Data Pipeline の IAM ロー
ル (p. 81)、および IAM ユーザーガイドの
IAM ロールを参照してください。

スケジュール

上記で作成したスケジュールが選択されている
ことを確認します。

ロール

デフォルトのままにしま
すDataPipelineDefaultRoleを選択するか、
カスタム IAM ロールを選択します。詳細に
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パラメーター

手順
ついては、AWS Data Pipeline の IAM ロー
ル (p. 81)、および IAM ユーザーガイドの
IAM ロールを参照してください。

[Add an optional field... (オプションのフィール
ド...の追加)]

リストから [Subnet ID (サブネット ID)] を選択し
ます。
新しい、空の [Subnet Id (サブネット ID)] フィー
ルドが表示されます。
使用している VPC 内のサブネットのサブネット
ID (例: subnet-1a2bcd34) を入力します。

パイプラインの検証と保存
パイプライン定義は、作成プロセス中の任意の時点で保存できます。パイプライン定義を保存するとすぐ
に、AWS Data Pipeline はパイプライン定義で構文エラーや欠落している値がないか検索します。パイプ
ラインが不完全または正しくない場合は、AWS Data Pipeline によって検証エラーおよび警告が生成され
ます。警告メッセージは情報提供のみですが、パイプラインをアクティブ化する前にすべてのエラーメッ
セージを修正する必要があります。

パイプラインを保存および検証するには
1.

[Save pipeline] を選択します。

2.

AWS Data Pipeline はパイプライン定義を検証し、成功、エラー、または警告のメッセージを返し
ます。エラーメッセージが表示された場合は、[Close] (閉じる) を選択します。次に、右のペイン
で、[Errors/Warnings] (エラー/警告) を選択します。

3.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインには、検証に失敗したオブジェクトが一覧表示されます。オブ
ジェクト名の横にあるプラス (+) 記号を選択し、赤色のエラーメッセージを探します。

4.

エラーメッセージがあったら、エラーがある特定のオブジェクトペインに移動してエラーを修正しま
す。たとえば、DataNodesオブジェクト、DataNodesペインでエラーを修正します。

5.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインにリストされているエラーを修正した後で、[Save Pipeline] (パ
イプラインの保存) を選択します。

6.

パイプラインが正常に検証されるまで、このプロセスを繰り返します。

パイプラインのアクティブ化
パイプラインをアクティブ化して、実行の作成と処理を開始します。パイプラインは、パイプライン定義
のスケジュールと期間に基づいて開始されます。

Important
アクティブ化が成功すると、パイプラインは実行中になるため、利用料金が発生する可能性が
あります。詳細については、「AWS Data Pipeline 料金表」を参照してください。AWS Data
Pipeline の料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。

パイプラインをアクティブ化するには
1.

[Activate] を選択します。

2.

確認のダイアログボックスで [Close] (閉じる) を選択します。
API バージョン 2012-10-29
43

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
パイプラインの表示

パイプラインの表示
コンソールまたはコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して、パイプラインを表示できます。

コンソールを使用してパイプラインを表示するには
1.

AWS Data Pipeline コンソールを開きます。そのリージョンでパイプラインを作成済みであれば、コ
ンソールにパイプラインの一覧が表示されます。それ以外の場合は、Welcome 画面が表示されます。

2.

パイプラインに関する情報を表示するには、矢印を展開します。コンソールには、パイプラインのス
ケジュール、アクティビティ、およびタグの情報が表示されます。ヘルスステータスの詳細について
は、「パイプラインとコンポーネントのヘルス状態の解釈 (p. 46)」を参照してください。

AWS CLI を使用してパイプラインを表示するには
•

パイプラインを一覧表示するには、次の list-pipelines コマンドを使用します。
aws datapipeline list-pipelines

パイプラインのステータスコードの解釈
AWS Data Pipeline コンソールと CLI に表示されるステータスレベルは、パイプラインとそのコンポーネ
ントの状態を示します。パイプラインのステータスは、単にパイプラインの概要を表します。詳細を確認
するには、個別のパイプラインコンポーネントのステータスを表示します。
パイプラインが準備を完了している（パイプライン定義が検証に合格した）か、現在、作業の実行中であ
るか、作業を完了した場合、パイプラインのステータスは SCHEDULED です。パイプラインがアクティブ
化されていない、または作業を実行できない（たとえば、パイプライン定義が検証に失敗した）場合、パ
イプラインのステータスは PENDING です。
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ステータスが PENDING、INACTIVE、または FINISHED の場合、パイプラインは非アクティブと見なさ
れます。非アクティブなパイプラインには料金が発生します (詳細については、「料金表」を参照してく
ださい)。

ステータスコード
ACTIVATING
EC2 インスタンスなど、コンポーネントまたはリソースが開始されています。
CANCELED
コンポーネントは、実行前にユーザーまたは AWS Data Pipeline によってキャンセルされました。こ
れは、このコンポーネントが依存する別のコンポーネントまたはリソースで障害が発生した場合に自
動的に発生する可能性があります。
CASCADE_FAILED
コンポーネントまたはリソースが、依存関係の 1 つによるカスケード障害の結果としてキャンセルさ
れましたが、そのコンポーネントはおそらく障害の元の原因ではありませんでした。
DEACTIVATING
パイプラインが非アクティブ化されています。
FAILED
コンポーネントまたはリソースでエラーが発生し、動作を停止しました。コンポーネントまたはリ
ソースに障害が発生すると、キャンセルや障害がそれに依存する他のコンポーネントにカスケードす
る可能性があります。
FINISHED
コンポーネントは割り当てられた作業を完了しました。
INACTIVE
パイプラインが非アクティブ化されました。
PAUSED
コンポーネントは一時停止され、現在作業を実行していません。
PENDING
パイプラインを初めてアクティブ化する準備が整いました。
RUNNING
リソースは実行中であり、作業を受け取る準備が整いました。
SCHEDULED
リソースの実行がスケジュールされています。
SHUTTING_DOWN
リソースは、作業が正常に完了した後にシャットダウンしています。
SKIPPED
現在のスケジュールより後のタイムスタンプを使用して、パイプラインがアクティブ化された後、コ
ンポーネントは実行間隔をスキップしました。
TIMEDOUT
リソースが terminateAfter しきい値を超過したため、AWS Data Pipeline によって停止され
ました。リソースがこのステータスに達すると、AWS Data Pipeline によってそのリソースの
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actionOnResourceFailure、retryDelay、および retryTimeout の値が無視されます。このス
テータスは、リソースにのみ適用されます。
VALIDATING
パイプラインの定義が AWS Data Pipeline によって検証されています。
WAITING_FOR_RUNNER
コンポーネントは、ワーカークライアントが作業項目を取得するのを待っています。コンポーネン
トとワーカークライアントの関係は、そのコンポーネントによって定義されている runsOn または
workerGroup フィールドによって制御されます。
WAITING_ON_DEPENDENCIES
コンポーネントは、作業を実行する前に、デフォルトおよびユーザー設定の前提条件が満たされてい
ることを確認しています。

パイプラインとコンポーネントのヘルス状態の解釈
各パイプラインと、そのパイプライン内のコンポーネントから返されるヘルスステータスに
は、HEALTHY、ERROR、"-"、No Completed Executions、No Health Information Available
があります。パイプラインのコンポーネントが最初の実行を完了した後、またはコンポーネントの前提条
件が失敗した場合、パイプラインのヘルス状態は 1 つのみです。各コンポーネントのヘルスステータス
は、パイプラインのヘルスステータスに集約され、パイプラインの実行詳細を表示すると、エラー状態が
最初に表示されます。

パイプラインのヘルス状態
HEALTHY
すべてのコンポーネントの集約ヘルスステータスが HEALTHY です。これは、少なくとも 1 つのコン
ポーネントが正常に完了したことを意味します。HEALTHY ステータスをクリックすると、直近に正常
完了したパイプラインコンポーネントインスタンスが [Execution Details] ページに表示されます。
ERROR
パイプラインの少なくとも 1 つのコンポーネントのヘルスステータスが ERROR です。ERROR ステー
タスをクリックすると、直近に失敗したパイプラインコンポーネントインスタンスが [Execution
Details] ページに表示されます。
No Completed Executions-または-No Health Information Available
このパイプラインのヘルスステータスは、報告されていません。

Note
各コンポーネントのヘルスステータスは、ほぼ即時に更新されますが、パイプラインのヘルスス
テータスが更新されるまでに最大で 5 分かかることがあります。

コンポーネントのヘルスステータス
HEALTHY
コンポーネント（Activity または DataNode）のヘルスステータスが HEALTHY になるの
は、FINISHED または MARK_FINISHED のステータスがマークされた状態で実行が正常完了した場合
です。コンポーネント名または HEALTHY ステータスをクリックすると、直近に正常完了したパイプ
ラインコンポーネントインスタンスが [Execution Details] ページに表示されます。
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ERROR
コンポーネントレベルでエラーが発生したか、いずれかの前提条件が失敗しまし
た。FAILED、TIMEOUT、または CANCELED のステータスによってこのエラーがトリガーされます。
コンポーネント名または ERROR ステータスをクリックすると、直近に失敗したパイプラインコンポー
ネントインスタンスが [Execution Details] ページに表示されます。
No Completed Executions または No Health Information Available
このコンポーネントのヘルスステータスは、報告されていません。

パイプライン定義の表示
AWS Data Pipeline コンソールまたはコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して、パイプライン定
義を表示します。コンソールではパイプライン定義が図で表示され、CLI では JSON 形式のパイプライン
定義ファイルが表示されます。パイプライン定義ファイルの構文と使用方法については、「パイプライン
定義ファイルの構文 (p. 67)」を参照してください。

コンソールを使用してパイプライン定義を表示するには
1.
2.

3.

4.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、目的のパイプラインの [Pipeline ID] (パイプラ
イン ID) を選択します。次に、[Edit Pipeline] (パイプラインの編集) を選択して、パイプラインの
[Architect] (アーキテクト) ページを表示します。
パイプラインの [Architect] ページで、設計ペインにあるオブジェクトアイコンをクリックして、右ペ
インの対応するセクションを展開します。
または、右ペインでいずれかのセクションを展開すると、対応するオブジェクトおよび関連フィール
ドが表示されます。
パイプライン定義グラフが設計ペインに収まらない場合は、設計ペインの右側のパンボタンを使用し
てキャンバスをスライドさせます。

また、[Export] をクリックして、パイプライン定義全体のテキストを表示することもできます。ダイ
アログが開き、JSON 形式のパイプライン定義が表示されます。

CLI を使用する場合は、変更を送信する前に、パイプライン定義を取得することをお勧めします。これ
は、パイプライン定義を最後に使用した後に、別のユーザーまたはプロセスによってそのパイプライン定
義が変更された可能性があるためです。現在の定義のコピーをダウンロードし、変更のベースとして使用
することで、確実に最新のパイプライン定義を使用できます。また、更新が正常に行われたことを確認で
きるように、変更後にパイプライン定義を再取得することをお勧めします。
CLI を使用する場合は、パイプラインの 2 つの異なるバージョンを取得できます。active バージョン
は、現在実行中のパイプラインです。latest バージョンは、実行中のパイプラインを編集した際に作成
されたコピーです。編集したパイプラインをアップロードすると、それが active バージョンになり、そ
れまでの active バージョンは使用できなくなります。
AWS CLI を使用してパイプライン定義を取得するには
完全なパイプラインを次のように定義します。get-pipeline-definitionコマンド。パイプライン定義は標準出
力（stdout）に表示されます。
次の例では、指定したパイプラインのパイプライン定義を取得します。
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aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

パイプラインの特定のバージョンを取得するには、--version オプションを使用します。次の例では、
指定したパイプラインの active バージョンを取得します。
aws datapipeline get-pipeline-definition --version active --id df-00627471SOVYZEXAMPLE

パイプラインインスタンスの詳細の表示
パイプラインの進捗状況を監視することができます。インスタンスステータスの詳細については、「パイ
プラインのステータスの詳細を解釈する (p. 323)」を参照してください。インスタンスがパイプラインの
実行に失敗した場合または実行を完了できなかった場合のトラブルシューティングに関する詳細について
は、「一般的な問題を解決する (p. 325)」を参照してください。

コンソールを使用してパイプラインの進捗状況を監視するには
1.

[List Pipelines] ページの [Pipeline ID] 列で、目的のパイプラインの横にある矢印をクリックし、[View
execution details] をクリックします。

2.

[Execution details] ページに、各コンポーネントの名前、タイプ、ステータス、スケジュール情報が表
示されます。
各コンポーネント名の横にある矢印をクリックすると、そのコンポーネントの依存関係情報を表示で
きます。

インラインの概要では、インスタンスの詳細の確認や、アクティビティの再実行を行うことができま
す。FINISHED としてマークすることも、依存関係のチェーンを調べることもできます。

Note
目的の実行が一覧に含まれていない場合は、パイプラインがスケジュールされていた日時を
確認します。[End (in UTC)] の日付を後にずらすか [Start (in UTC)] の日付を前にずらしてか
ら、[Update] をクリックします。
3.

パイプラインに含まれるすべてのコンポーネントの [Status] 列が FINISHED であれば、パイプライン
はアクティビティを正常に完了しています。Amazon SNS 通知の受け取り先として指定したアカウン
トに、このタスクの正常な完了に関するメールが届きます。
API バージョン 2012-10-29
48

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
パイプラインのログの表示

出力データノードの内容を確認することもできます。
4.

パイプラインに含まれるいずれかのコンポーネントの [Status] 列が [FINISHED] ではない場合は、パ
イプラインが何らかの依存関係を待機しているか、既に失敗しています。失敗したインスタンスまた
は未完了のインスタンスのトラブルシューティングを行うには、以下の手順を使用します。

5.

コンポーネントまたはアクティビティの横にある四角形をクリックします。
インスタンスのステータスが [FAILED] の場合、[Attempts] ボックスには、最新の試行で発生した障
害の理由を示すエラーメッセージが表示されます 例えば、Status Code: 403, AWS Service:
Amazon S3, AWS Request ID: 1A3456789ABCD, AWS Error Code: null, AWS Error
Message: Forbiddenです。[Details] (詳細) 列の [More...] (詳細...) をクリックして、この試行のイ
ンスタンス詳細を表示することもできます。

6.

未完了または失敗したインスタンスに対してアクションを実行するには、[Rerun]、[Mark Finished]、
または [Cancel] をクリックします。

AWS CLI を使用してパイプラインの進捗状況を監視するには
パイプラインの実行時間の履歴など、パイプラインインスタンスの詳細を取得するには、list-runs コマン
ドを使用します。このコマンドを使用すると、パイプラインの現在のステータスまたは起動された日付範
囲に基づいて、返された実行のリストをフィルタリングすることができます。パイプラインの作成時期と
スケジュールによっては実行履歴が大きくなる場合があるため、結果のフィルタリングは有用です。
次の例では、すべての実行の情報を取得します。
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

次の例では、完了したすべての実行の情報を取得します。
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --status finished

次の例では、指定された時間枠に起動されたすべての実行について、情報を取得します。
aws datapipeline list-runs --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --start-interval
"2013-09-02","2013-09-11"

パイプラインのログの表示
Amazon S3 の場所をコンソールで指定するか、SDK/CLI を使用してデフォルトオブジェクト内の
pipelineLogUri で指定することによって、パイプライン作成時のログ記録がパイプラインレベルでサ
ポートされます。その URI 内の各パイプラインのディレクトリ構造は次のようになります。
pipelineId
-componentName
-instanceId
-attemptId

df-00123456ABC7DEF8HIJK というパイプラインのディレクトリ構造は次のようになります。
df-00123456ABC7DEF8HIJK
-ActivityId_fXNzc
-@ActivityId_fXNzc_2014-05-01T00:00:00
-@ActivityId_fXNzc_2014-05-01T00:00:00_Attempt=1
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ShellCommandActivity では、アクティビティに関連付けられた stderr および stdout のログは、各
試行のディレクトリに保存されます。
EmrCluster などのリソースで emrLogUri が設定されている場合、その値が優先されます。それ以外の
場合は、リソース（ TaskRunner また、パイプラインのログ記録構造を使用します。各コンポーネントに
関するこれらのログは、パイプラインの [Execution Details] ページで、コンポーネント詳細を表示し、ロ
グのリンクをクリックすることで表示できます。

各試行のログを見ることもできます。たとえば、HadoopActivity のログを表示するには、アクティビ
ティ用のパイプラインの [Attempts] タブをクリックします。Hadoop ログは、Hadoop のジョブによって作
成されたログを表示します。

パイプラインの編集
いずれかのパイプラインの一部を変更するには、対応するパイプライン定義を更新することができます。
実行中のパイプラインを変更した後は、変更を有効にするためにパイプラインを再びアクティブ化する必
要があります。また、パイプラインの 1 つ以上のコンポーネントを再実行できます。
目次
• 制約事項 (p. 50)
• コンソールを使用したパイプラインの編集 (p. 51)
• AWS CLI を使用したパイプラインの編集 (p. 51)

制約事項
パイプラインが [PENDING] 状態であり、まだアクティブ化されていなければ、変更をパイプラインに対し
て加えることができません。パイプラインをアクティブ化した後は、パイプラインの編集には以下の制限
が適用されます。変更は、保存して、パイプラインを再度アクティブ化した後、パイプラインオブジェク
トの実行に適用されます。
• オブジェクトを削除することはできません
• 既存のオブジェクトのスケジュール期間は変更できません
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• 既存のオブジェクトの参照フィールドの追加、削除、変更はできません
• 新しいオブジェクトの出力フィールドで既存のオブジェクトを参照できません
• オブジェクトの予定された開始日を変更できません（代わりに、特定の日時でパイプラインをアクティ
ブ化してください）

コンソールを使用したパイプラインの編集
AWS Management Console を使用して、パイプラインを編集できます。

コンソールを使用してパイプラインを編集するには
1.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページの [Pipeline ID] (パイプライン ID) 列および [Name]
(名前) で、目的のパイプラインを調べて、パイプライン ID を選択します。次に、[Edit Pipeline] (パイ
プラインの編集) を選択して、パイプラインの [Architect] (アーキテクト) ページを表示します。

2.

パイプライン定義を完成させるか変更するには
a.

パイプラインの [Architect] ページで、右ペインのオブジェクトペインをクリックし、パイプライ
ン定義のオブジェクトおよびフィールドの定義を完了します。アクティブなパイプラインを変
更する場合、一部のフィールドは灰色で表示され変更できません。変更の内容によっては、パイ
プラインのクローンを作成してコピーを編集する方が容易な場合があります。詳細については、
「パイプラインのクローン作成 (p. 52)」を参照してください。

b.

[Save pipeline] をクリックします。検証エラーがある場合は、それを修正して、パイプラインを
再度保存します。

3.
4.

検証エラーが出ない状態でパイプライン定義を保存した後は、[Activate] をクリックします。
[List Pipelines] ページで、新しく作成したパイプラインがリストに表示され、[Schedule State] 列に
"SCHEDULED" と表示されていることを確認します。

5.

アクティブなパイプラインを編集した後は、1 つ以上のパイプラインコンポーネントを再実行するこ
とをお勧めします。
[List Pipelines] ページで、パイプラインの詳細ドロップダウンの [View execution details] クリックし
ます。
a.
b.

[Execution details] ページで、リストからパイプラインコンポーネントのドロップダウンを選択
し、コンポーネントの詳細を表示します。
[Rerun] を実行します。

c.

確認のプロンプトが表示されたら、[Continue] をクリックします。
変更したパイプラインコンポーネントとその依存関係 (あれば) のステータスが変わり
ます。たとえば、リソースのステータスが CREATING、アクティビティのステータスが
WAITING_FOR_RUNNER に変わります。

AWS CLI を使用したパイプラインの編集
コマンドラインツールを使用して、パイプラインを編集できます。
まず、パイプラインを次のように定義します。get-pipeline-definitionコマンド。これにより、確実に最新の
パイプライン定義を編集できます。次の例では、標準出力（stdout）にパイプライン定義を表示します。
aws datapipeline get-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

パイプライン定義をファイルに保存し、必要に応じて編集します。を使用してパイプライン定義を更新す
るput-pipeline-definitionコマンド。次の例では、更新されたパイプライン定義ファイルをアップロードしま
す。
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aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --pipelinedefinition file://MyEmrPipelineDefinition.json

get-pipeline-definition コマンドを使用してパイプライン定義を再度取得することで、更新が成功
したことを確認できます。パイプラインをアクティブ化するには、次の activate-pipeline コマンドを使用
します。
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

必要に応じて、次のように --start-timestamp オプションを使用して、特定の日時からパイプライン
をアクティブ化できます。
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --starttimestamp YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

1 つ以上のパイプラインコンポーネントを再実行するには、set-status コマンドを使用します。

パイプラインのクローン作成
クローン作成では、パイプラインのコピーが作成され、新しいパイプラインの名前を指定することができ
ます。パイプラインの状態を問わず、エラーがあるパイプラインでもクローンを作成できますが、新しい
パイプラインは、手動でアクティブ化しない限り PENDING 状態のままです。クローン操作では、新しい
パイプラインはアクティブバージョンではなく、元のパイプライン定義の最新バージョンになります。ク
ローン操作では、元のパイプラインから新しいパイプラインに完全なスケジュールはコピーされず、期間
設定のみがコピーされます。

Note
コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用してパイプラインのクローンを作成することはで
きません。

コンソールを使用してパイプラインのクローンを作成するには
1.

[List Pipelines] ページで、クローンを作成するパイプラインを選択します。

2.

[Actions] をクリックし、[Clone] をクリックします。

3.

[Clone a Pipeline] ダイアログボックスで、新しいパイプラインの名前を入力し、[Clone] をクリックし
ます。

4.

[Schedule] ペインで、新しいパイプラインのスケジュールを指定します。

5.

新しいパイプラインをアクティブ化するには、[Actions] をクリックし、[Activate] をクリックします。

パイプラインのタグ付け
タグは、キーとオプションの値で構成される、大文字小文字を区別するキーと値のペアです。キーと値は
どちらも、ユーザー定義です。各パイプラインには、最大で 10 個のタグを適用できます。タグキーは、
各パイプラインで一意である必要があります。すでにパイプラインに関連付けられているキーを持つタグ
を追加すると、そのキーの値が更新されます。
タグをパイプラインに適用すると、基盤となるリソース (Amazon EMR クラスターや Amazon EC2 イン
スタンスなど) にもそのタグが適用されます。ただし、これらのタグは、さかのぼって FINISHED 状態や
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その他の終了状態のリソースには適用されません。これらのリソースにタグを適用する必要がある場合
は、CLI を使用できます。
タグが不要になったら、パイプラインからタグを削除できます。

コンソールを使用したパイプラインのタグ付け
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

[List Pipelines] ページにあるパイプラインの [Pipeline ID] 列で、目的のパイプラインの横にある矢印
を展開し、[Tags] の [View all/Edit] をクリックします。

3.

[View all / Edit] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
a.

追加したい各タグにキーと値を指定します。

b.

削除したいタグの削除アイコンをクリックします。

c.

[Save] (保存) をクリックします。

AWS CLI を使用したパイプラインのタグ付け
新しいパイプラインにタグを追加するには、--tags オプションを create-pipeline コマンドに追加しま
す。たとえば、次のオプションではパイプラインを作成して 2 つのタグを追加します。environment タ
グ (production という値) とowner タグ (salesという値) です。
--tags key=environment,value=production key=owner,value=sales

既存のパイプラインにタグを追加するには、次のように add-tags コマンドを使用します。
aws datapipeline add-tags --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --tags
key=environment,value=production key=owner,value=sales

既存のパイプラインからタグを削除するには、次のように remove-tags コマンドを使用します。
aws datapipeline remove-tags --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --tag-keys environment
owner

パイプラインの非アクティブ化
実行中のパイプラインを非アクティブ化すると、パイプライン実行が一時停止します。パイプライン実行
を再開するには、パイプラインをアクティブ化します。これにより、変更を加えることができます。たと
えば、メンテナンスの実施が予定されているデータベースにデータを書き込む場合、パイプラインを非ア
クティブ化し、メンテナンスが完了するのを待って、パイプラインをアクティブ化することができます。
パイプラインを非アクティブ化したとき、実行中のアクティビティをどうするか指定できます。デフォル
トでは、これらのアクティビティはすぐにキャンセルされます。または、パイプラインを非アクティブ化
する前に、アクティビティが終了するまで AWS Data Pipeline を待機させることができます。
非アクティブ化したパイプラインをアクティブ化するとき、いつ再開するのかを指定できます。たとえ
ば、AWS Management Console を使用して、最後の実行が完了した後、現在の時刻から、または特定の日
時から再開できます。デフォルトでは、AWS CLI または API を使用して、最後の実行が完了してからパイ
プラインが再開します。または、特定の日時を指定して、パイプラインを再開させることができます。
目次
• コンソールを使用したパイプラインの非アクティブ化 (p. 54)
• AWS CLI を使用したパイプラインの非アクティブ化 (p. 54)
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コンソールを使用したパイプラインの非アクティブ化
次の手順に従って、実行中のパイプラインを非アクティブ化します。

パイプラインを非アクティブ化するには
1.

[List Pipelines] ページで、非アクティブ化するパイプラインを選択します。

2.

[Actions] をクリックし、[Deactivate] をクリックします。

3.

[Deactivate a Pipeline] ダイアログボックスで、オプションを選択し、[Deactivate] をクリックしま
す。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Deactivate] をクリックします。

パイプライン実行を再開する準備ができたら、次の手順に従って、非アクティブ化したパイプラインをア
クティブ化します。

パイプラインをアクティブ化するには
1.

[List Pipelines] ページで、アクティブ化するパイプラインを選択します。

2.

[Actions] をクリックし、[Activate] をクリックします。

3.

[Activate a Pipeline] ダイアログボックスで、オプションを選択し、[Activate] をクリックします。

AWS CLI を使用したパイプラインの非アクティブ化
パイプラインを非アクティブ化するには、次の deactivate-pipeline コマンドを使用します。
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

すべての実行中のアクティビティが終了した後にのみ、パイプラインを非アクティブ化するには、次のよ
うに --no-cancel-active オプションを追加してください。
aws datapipeline deactivate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --no-cancelactive

準備ができたら、次の activate-pipeline コマンドを使用して、停止したパイプライン実行を再開できま
す。
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

特定の日時からパイプラインを開始するには、次のように --start-timestamp オプションを追加しま
す。
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --starttimestamp YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

パイプラインの削除
アプリケーションのテスト中に作成したパイプラインなど、パイプラインが必要なくなったときは、アク
ティブな使用から削除します。パイプラインを削除すると、削除状態になります。パイプラインが削除状
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態になると、そのパイプライン定義と実行履歴は失われます。したがって、パイプラインの記述も含め、
パイプラインに対する操作は実行できなくなります。

Important
パイプラインを削除した後にリストアすることはできないため、削除する前に、今後はそのパイ
プラインが必要ないことを確認してください。

コンソールを使用してパイプラインを削除するには
1.

[List Pipelines] ページで、パイプラインを選択します。

2.

[Actions] をクリックし、[Delete ] をクリックします。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Delete] をクリックします。

AWS CLI を使用してパイプラインを削除するには
パイプラインを削除するには、delete-pipeline コマンドを使用します。次のコマンドでは、指定したパイ
プラインを削除します。
aws datapipeline delete-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

パイプラインのアクティビティによるデータとテー
ブルのステージング
AWS Data Pipeline では、パイプラインの入出力データをステージングすること
で、ShellCommandActivity や HiveActivity などの特定のアクティビティの使用が容易になりま
す。
データのステージングを使用して、入力データノードからアクティビティを実行するリソースにデータを
コピーできます。同様に、リソースから出力データノードにデータをコピーすることもできます。
Amazon EMR または Amazon EC2 のリソースでステージングされたデータは、アクティビティのシェル
コマンドまたは Hive スクリプトで特別な変数を用いることで使用可能です。
テーブルのステージングはデータのステージングと似ていますが、具体的には、ステージングされたデー
タがデータベーステーブルの形式である点が異なります。
AWS Data Pipeline では、以下のシナリオのステージングがサポートされます。
• ShellCommandActivity によるデータのステージング
• Hive およびステージングをサポートするデータノードによるテーブルのステージング
• Hive およびステージングをサポートしないデータノードによるテーブルのステージング

Note
ステージングは、ShellCommandActivity などのアクティビティで stage フィールドが true
に設定されている場合にのみ機能します。詳細については、「ShellCommandActivity (p. 227)」
を参照してください。
また、データノードとアクティビティの関係には、次の 4 種類があります。
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リソースでローカルにデータをステージング
入力データはリソースのローカルファイルシステムに自動的にコピーされます。出力データ
はリソースのローカルファイルシステムから出力データノードに自動的にコピーされます。
たとえば、ShellCommandActivity の入出力で staging = true に設定すると、入力データは
INPUTx_STAGING_DIR、出力データは OUTPUTx_STAGING_DIR として使用可能になります (x は入
力または出力の番号です)。
アクティビティの入出力定義のステージング
入力データ形式（列名、テーブル名）がアクティビティのリソースに自動的にコピーされます。たと
えば、HiveActivity で staging = true に設定する場合です。Hive テーブルからテーブル定義をス
テージングするために、入力 S3DataNode で指定されたデータ形式が使用されます。
ステージングが有効ではない
アクティビティで入出力オブジェクトとそのフィールドは使用できますが、データそのものは使用で
きません。たとえば、デフォルトが EmrActivity であるか、それ以外のアクティビティで staging
= false と設定する場合です。この設定では、AWS Data Pipeline の式構文を使用してデータフィール
ドを参照するためにアクティビティでデータフィールドを使用できますが、これは依存関係が満たさ
れている場合にのみ参照されます。これは、依存関係のチェックとしてのみ機能します。アクティビ
ティを実行するリソースに対する入力からデータをコピーする責任は、アクティビティのコードにあ
ります。
オブジェクト間の依存関係
2 個のオブジェクト間に依存関係があり、結果としてステージングが有効でない場合と同じような状
況になります。このため、データノードまたはアクティビティは、別のアクティビティを実行するた
めの前提条件として機能します。

によるデータのステージング ShellCommandActivity
ShellCommandActivity でデータ入出力として S3DataNode オブジェクトを使用するシナリオを検
討します。AWS Data Pipeline はデータノードを自動的にステージングし、以下の例に示すように、それ
らのデータノードがローカルファイルフォルダであるかのように環境変数 ${INPUT1_STAGING_DIR}
および ${OUTPUT1_STAGING_DIR} を使用してシェルコマンドにアクセスできるようにしま
す。INPUT1_STAGING_DIR という名前の変数の数値部分と、アクティビティが参照するデータノード数
に応じた OUTPUT1_STAGING_DIR 増分。

Note
このシナリオは、記述されているように、データ入出力が S3DataNode オブジェクトの場合にの
み機能します。さらに、出力データのステージングは、出力 S3DataNode で directoryPath
が設定されている場合にのみ許可されます。
{

"id": "AggregateFiles",
"type": "ShellCommandActivity",
"stage": "true",
"command": "cat ${INPUT1_STAGING_DIR}/part* > ${OUTPUT1_STAGING_DIR}/aggregated.csv",
"input": {
"ref": "MyInputData"
},
"output": {
"ref": "MyOutputData"
}

},
{

"id": "MyInputData",
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"type": "S3DataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"filePath": "s3://my_bucket/source/#{format(@scheduledStartTime,'YYYY-MM-dd_HHmmss')}/
items"
}
},
{
"id": "MyOutputData",
"type": "S3DataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"directoryPath": "s3://my_bucket/destination/#{format(@scheduledStartTime,'YYYY-MMdd_HHmmss')}"
}
},
...

Hive およびステージングをサポートするデータノード
によるテーブルのステージング
HiveActivity でデータ入出力として S3DataNode オブジェクトを使用するシナリオを検討しま
す。AWS Data Pipeline はデータノードを自動的にステージングし、以下の例の HiveActivity に示すよ
うに、それらのデータノードが変数 ${input1} と ${output1} を使用する Hive テーブルであるかのよ
うに Hive スクリプトにアクセスできるようにします。input という名前の変数の数値部分と、アクティ
ビティが参照するデータノード数に応じた output 増分。

Note
このシナリオは、記述されているように、データ入出力が S3DataNode オブジェクトま
たは MySqlDataNode オブジェクトの場合にのみ機能します。テーブルのステージングは
DynamoDBDataNode ではサポートされません。
{

"id": "MyHiveActivity",
"type": "HiveActivity",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"runsOn": {
"ref": "MyEmrResource"
},
"input": {
"ref": "MyInputData"
},
"output": {
"ref": "MyOutputData"
},
"hiveScript": "INSERT OVERWRITE TABLE ${output1} select * from ${input1};"

},
{

"id": "MyInputData",
"type": "S3DataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"directoryPath": "s3://test-hive/input"
}

},
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{

"id": "MyOutputData",
"type": "S3DataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"directoryPath": "s3://test-hive/output"
}

},
...

Hive およびステージングをサポートしないデータノー
ドによるテーブルのステージング
HiveActivity で入力データとして DynamoDBDataNode、出力として S3DataNode を使用する
シナリオを検討します。DynamoDBDataNode ではデータのステージングは使用できないため、ま
ず、DynamoDB テーブルを参照するために変数名 #{input.tableName} を使用して、Hive スクリ
プト内でテーブルを手動で作成する必要があります。この DynamoDB テーブルが出力となる場合も同
様の命名法が適用されますが、変数が #{output.tableName} である点が異なります。この例の出力
S3DataNode オブジェクトではステージングを使用できるため、出力データノードを ${output1} とし
て参照できます。

Note
AWS Data Pipeline では tableName または directoryPath にアクセスするために式を使用す
るため、この例では、テーブル名変数に #（ハッシュ）文字プレフィックスが付きます。AWS
Data Pipeline で式の評価がどのように機能するかの詳細については、「式の評価 (p. 145)」を
参照してください。
{

"id": "MyHiveActivity",
"type": "HiveActivity",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"runsOn": {
"ref": "MyEmrResource"
},
"input": {
"ref": "MyDynamoData"
},
"output": {
"ref": "MyS3Data"
},
"hiveScript": "-- Map DynamoDB Table
SET dynamodb.endpoint=dynamodb.us-east-1.amazonaws.com;
SET dynamodb.throughput.read.percent = 0.5;
CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb_table (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "#{input.tableName}");
INSERT OVERWRITE TABLE ${output1} SELECT * FROM dynamodb_table;"
},
{
"id": "MyDynamoData",
"type": "DynamoDBDataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"tableName": "MyDDBTable"
},
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{

"id": "MyS3Data",
"type": "S3DataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"directoryPath": "s3://test-hive/output"
}

},
...

VPC に対するパイプラインのリソースの起動
パイプラインは、Amazon EC2 インスタンスと Amazon EMR クラスターを Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) に起動します。AWS2013 年 12 月 4 日以降に作成されたアカウントでは、リージョンごと
にデフォルトの VPC が作成されます。デフォルトの VPC のデフォルト設定では、AWS Data Pipeline リ
ソースがサポートされています。この VPC を使用するか、カスタム VPC を作成してそれらを使用できま
す。実稼働環境では、ネットワーク設定をより詳細に制御できるため、カスタム VPC を作成することをお
勧めします。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。

Important
AWS2022 年 8 月 15 日に、EC2-Classic の提供を終了します EC2-Classic は、VPC への移行を
お勧めします。詳細については、「Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2-Classic から VPC へ
移行」およびブログ記事「EC2-Classic ネットワーキングがリタイア — 準備方法」を参照してく
ださい。
EC2-Classic に既存のパイプラインリソースがある場合は、それらを VPC に移行する必要があり
ます。詳細については、「EC2-Classic から VPC へのパイプラインの EC2Resource オブジェク
トの移行 (p. 63)」を参照してください。
AWS Data Pipeline が使用できる VPC を設定する手順を以下に記載します。
• 最初に、Amazon VPC を使用して VPC およびサブネットを作成します。VPC 内のインスタンスが
AWS Data Pipeline エンドポイントおよび Amazon S3 にアクセスできるように VPC を設定します。
• 次に、データソースへのアクセス権限を Task Runner に付与するためのセキュリティグループをセット
アップします。
• 最後に、インスタンスとクラスターを設定するときと、データソースを作成するときに、VPC からのサ
ブネットを指定します。
VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドを参照してください。
トピック
• VPC の作成と設定 (p. 59)
• リソース間の接続のセットアップ (p. 60)
• リソースの設定 (p. 62)
• EC2-Classic から VPC へのパイプラインの EC2Resource オブジェクトの移行 (p. 63)

VPC の作成と設定
作成した VPC には、サブネットおよびインターネットゲートウェイが必要であり、サブネット用のルー
トテーブルに、インターネットゲートウェイへのルートが設定されている必要があります。これによ
り、VPC 内のインスタンスが Amazon S3 にアクセスできるようになります デフォルトの VPC がある
API バージョン 2012-10-29
59

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
リソース間の接続のセットアップ

場合は、既にこのように設定されています。VPC を簡単に作成して設定するには、以下の手順に従って
Amazon VPC コンソールを使用します。

VPC の作成と設定
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

ナビゲーションバーから、リージョンセレクターを使用して、VPC のリージョンを選択します。すべ
てのインスタンスおよびクラスターをこの VPC で起動するので、パイプラインに対応したリージョン
を選択します。

3.

選択VPC ダッシュボードナビゲーションペインで、[] を選択します。VPC の作成。

4.

[Resources to create] (作成するリソース) で、[VPC only] (VPC のみ) を選択します。

5.

設定ページに、選択した CIDR の範囲と設定が表示されます。[Enable DNS hostnames] が [Yes] で
あることを確認します。必要に応じて他の設定を変更し、[Create VPC] をクリックして、VPC、サブ
ネット、インターネットゲートウェイ、およびルートテーブルを作成します。

6.

VPC を作成した後で、ナビゲーションペインで [Your VPCs] (お使いの VPC) を選択し、リストから
VPC を選択して設定を確認します。

7.

[Description] (説明) タブで、[DNS resolution] (DNS 解決) と [DNS hostnames] (DNS ホスト名) の両方
が [Enabled] (有効) であることを確認します。VPC の DNS 設定および DNS サポートの更新の詳細に
ついては、Amazon VPC ユーザーガイドの「DNS の使用」を参照してください。

8.

[Description] (説明) タブの [DHCP options set] (DHCP オプションセット) の横で、設定を確認するた
めに DHCP オプションセットを開くための ID を選択します。
DHCP オプションセットの一覧が開き、オプションセットが選択されています。

9.

[Details] (詳細) タブの [Options] (オプション) の横で以下を確認します。
• domain-name は、ec2.internal (米国東部 (バージニア北部) リージョンの場合) または####
#.compute.internal (他の全てのリージョンの場合) (例えば、米国西部 (オレゴン) では、uswest-2.compute.internal) に設定されます。
• domain-name-serversが設定されているAmazonProvidedDNS
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「DHCP オプションセット」を参照してくださ
い。

この手順を使用する代わりに、VPC、サブネット、インターネットゲートウェイ、およびルートテーブ
ルを手動で作成できます。VPC を作成するそしてVPC へのInternet Gateway の追加のAmazon VPC User
Guide。

リソース間の接続のセットアップ
セキュリティグループは、インスタンスの仮想ファイアウォールとして機能し、インバウンドトラフィッ
クとアウトバウンドトラフィックをコントロールします。データソースへのアクセス権限を Task Runner
に付与する必要があります。
VPC セキュリティグループの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの VPC のセキュリティグ
ループを参照してください。
まず、Task Runner を実行するリソースで使用されているセキュリティグループまたは IP アドレスを特定
します。
• リソースのタイプが EmrCluster (p. 245) であれば、デフォルトでは Task Runner はクラスターで実
行されます。クラスターを起動すると、ElasticMapReduce-master および ElasticMapReduceslave という名前のセキュリティグループが作成されます。これらのセキュリティグループの ID が後
で必要になります。
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VPC 内にあるクラスターのセキュリティグループの ID を取得するには
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、[Security Groups] をクリックします。

3.

セキュリティグループのリストが長い場合は、[Name] をクリックして、セキュリティグループを名
前でソートします [Name] 列が表示されていない場合は、[Show/Hide Columns] アイコンをクリッ
クしてから [Name] をクリックします。

4.

セキュリティグループ ElasticMapReduce-master および ElasticMapReduce-slave の ID
をメモしておきます。

• リソースのタイプが Ec2Resource (p. 238) であれば、デフォルトでは Task Runner は EC2 インスタ
ンスで実行されます。VPC のセキュリティグループを作成し、EC2 インスタンスの起動時にそれを指定
します。このセキュリティグループの ID も後で必要になります。

VPC 内の EC2 インスタンスのセキュリティグループを作成するには
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、[Security Groups] をクリックします。

3.

[Create Security Group] をクリックします。

4.

セキュリティグループの名前と説明を指定します。

5.

リストから VPC を選択し、[Create] をクリックします。

6.

新しいセキュリティグループの ID をメモしておきます。

• 自分のコンピューターで Task Runner を実行している場合は、パブリック IP アドレスを CIDR 表記で
メモしておきます。コンピューターがファイアウォールの内側にある場合は、ネットワーク全体のアド
レス範囲をメモしておきます。このアドレスが後で必要になります。
次に、リソースのセキュリティグループ内で、Task Runner からのアクセスが必要なデータソースのイン
バウンドトラフィックを許可するルールを作成します。たとえば、Task Runner が Amazon Redshift クラ
スターにアクセスする必要がある場合、Amazon Redshift クラスターのセキュリティグループで、リソー
スからのインバウンドトラフィックを許可する必要があります。

Amazon RDS データベースのセキュリティグループにルールを追加するには
1.

Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Instances] をクリックします。

3.

DB インスタンスの詳細アイコンをクリックします。[Security and Network] (セキュリティとネット
ワーク) で、セキュリティグループのリンクをクリックします。これにより、Amazon EC2 コンソー
ルが開きます。セキュリティグループで使用しているコンソールデザインが古い場合は、コンソール
ページの上部に表示されるアイコンをクリックして、新しいコンソールデザインに切り替えます。

4.

[Inbound] タブで、[Edit]、[Add Rule] の順にクリックします。DB インスタンスを起動したときに使用
するデータベースポートを指定します。Task Runner を実行するリソースで使用されるセキュリティ
グループの ID または IP アドレスを [Source] (ソース) に入力します。

5.

[Save] (保存) をクリックします。

Amazon Redshift クラスターのセキュリティグループにルールを追加するには
1.

Amazon Redshift コンソール (https://console.aws.amazon.com/redshift/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Clusters] をクリックします。

3.

クラスターの詳細アイコンをクリックします。[Cluster Properties] (クラスターのプロパティ) で、セ
キュリティグループの名前または ID をメモし、[View VPC Security Groups] (VPC セキュリティグ
ループの表示) をクリックします。これにより、Amazon EC2 コンソールが開きます。セキュリティ
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グループで使用しているコンソールデザインが古い場合は、コンソールページの上部に表示されるア
イコンをクリックして、新しいコンソールデザインに切り替えます。
4.

クラスターのセキュリティグループを選択します。

5.

[Inbound] タブで、[Edit]、[Add Rule] の順にクリックします。タイプ、プロトコル、およびポート範
囲を指定します。Task Runner を実行するリソースで使用されるセキュリティグループの ID または
IP アドレスを [Source] (ソース) に入力します。

6.

[Save] (保存) をクリックします。

リソースの設定
デフォルト以外の VPC のサブネットまたはデフォルトの VPC のデフォルト以外のサブネットでリソース
を起動するには、リソースの設定時に subnetId フィールドを使用してサブネットを指定する必要があり
ます。デフォルトの VPC があり、subnetId を指定しなかった場合は、デフォルト VPC のデフォルトサ
ブネットでリソースが起動します。

例 EmrCluster
次のオブジェクト例では、デフォルト以外の VPC で Amazon EMR クラスターを起動します。
{

}

"id" : "MyEmrCluster",
"type" : "EmrCluster",
"keyPair" : "my-key-pair",
"masterInstanceType" : "m1.xlarge",
"coreInstanceType" : "m1.small",
"coreInstanceCount" : "10",
"taskInstanceType" : "m1.small",
"taskInstanceCount": "10",
"subnetId": "subnet-12345678"

詳細については、「EmrCluster (p. 245)」を参照してください。

Ec2Resource の例
次のオブジェクト例では、はフォルト以外の VPC で EC2 インスタンスを起動します。デフォルト以外の
VPC では、インスタンスのセキュリティグループを名前ではなく ID で指定する必要がある点に注意して
ください。
{

}

"id" : "MyEC2Resource",
"type" : "Ec2Resource",
"actionOnTaskFailure" : "terminate",
"actionOnResourceFailure" : "retryAll",
"maximumRetries" : "1",
"role" : "test-role",
"resourceRole" : "test-role",
"instanceType" : "m1.medium",
"securityGroupIds" : "sg-12345678",
"subnetId": "subnet-1a2b3c4d",
"associatePublicIpAddress": "true",
"keyPair" : "my-key-pair"

詳細については、「Ec2Resource (p. 238)」を参照してください。
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EC2-Classic から VPC へのパイプラインの
EC2Resource オブジェクトの移行
EC2-Classic にパイプラインリソースがある場合は、それらを Amazon VPC を使用するように移行するこ
とをお勧めします。パイプラインで VPC に EC2-Classic のリソースを移行するには、以下の手順をガイ
ダンスとして使用します。

EC2-Classic から VPC にパイプラインリソースを移行するには
1.

EC2-Classic を使用するパイプライン内の Ec2Resource (p. 238) オブジェクトを特定します。これ
らのオブジェクトには securityGroups プロパティがあります。これとは対照的に、VPC で作成さ
れたオブジェクトには securityGroupIDs および subnetID プロパティがあります。

2.

オブジェクトごとに、オブジェクトで指定された EC2-Classic securityGroups をメモします。次
のステップで、各セキュリティグループの設定を新しい VPC セキュリティグループにコピーします。

3.

Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「リソースを VPC に移行する」の手順に従い
ます。移行手順では、新しい VPC を設定し、セキュリティグループの設定をコピーします。これらの
手順を実行するときは、以下に注意してください。
• 上記の「VPC の作成と設定 (p. 59)」のガイドラインに従って VPC をセットアップします。
• 作成する VPC 内の [Subnet ID] (サブネット ID) をメモします。これは、後でオブジェクトを移行す
る際に使用します。
• セキュリティグループ ID の作成時にそれらの ID をメモし、対応する EC2-Classic セキュリティグ
ループをメモします。これらの ID は、後でオブジェクトを移行する際に必要になります。新しい
VPC セキュリティグループを作成する必要がある場合は、ガイドラインとして上記の「リソース間
の接続のセットアップ (p. 60)」を参照してください。

4.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開き、以下の手順に
従って、EC2-Classic を使用するリソースオブジェクトを編集します。

Note
パイプラインを直接編集する代わりに、パイプラインをクローンし、この手順の残りの手順
を使用してクローンを更新し、クローンしたパイプラインの検証後に元のパイプラインを削
除することもできます。パイプラインをクローンするには、リストからパイプラインを選択
し、[Actions] (アクション)、[Clone] (クローン) を選択します。その後、クローンされたパイ
プラインが検証され、正常に実行された後に、元のパイプラインを削除できます。
a.

パイプラインのリストから、移行するオブジェクトが含まれているパイプラインを選択
し、[Actions] (アクション)、[Edit] (編集) を選択します。

b.

パイプラインのアーキテクトビューで、左側の設計ペインから移行する必要があるリソースオブ
ジェクトを選択します。

c.

右側の [Resources] (リソース) セクションを選択し、リソースの設定を表示します。

d.

リソースに一覧表示されている [Security Groups] (セキュリティグループ) をメモします。これら
は、置き換える単一または複数の EC2-Classic セキュリティグループです。

e.

[Add an optional field...] (オプションフィールドの追加...) の一覧から、[Security Group IDs] (セ
キュリティグループ ID) を選択します。

f.

表示された [Security Group IDs] (セキュリティグループ ID) ボックスに、EC2-Classic セキュリ
ティグループに対応する単一または複数の VPC セキュリティグループの ID を入力します。複数
の ID を区切るには、カンマを使用します。

g.

[Add an optional field...] (オプションフィールドの追加...) の一覧で [Subnet Id] (サブネッ
ト ID) を選択し、使用する VPC に関連付けられているサブネット ID を入力します。例え
ば、subnet-12345678 と入力します。

h.

[Security Groups] (セキュリティグループ) の右にある削除アイコンを選択して、EC2-Classic セ
キュリティグループを削除します。
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i.

[Save] (保存) を選択します。
AWS Data Pipeline により、パイプライン設定が検証されます。検証エラーが発生した場合は、
アーキテクトビューの左下に詳細が表示されます。パイプラインを実行する前に、すべてのエ
ラーに対処します。

j.

パイプラインがオンデマンドパイプラインの場合、更新された定義が次回のパイプラインの実行
時に使用されます。パイプラインがスケジュールされたパイプラインの場合は、[Activate] (アク
ティブ化) を選択します。AWS Data Pipeline は、次回のスケジュール実行時に更新された定義を
使用します。

EC2-Classic リソースを使用するパイプラインごとに、上記の手順を繰り返します。
パイプラインのリソースが VPC に正常に移行されたことを確認するには、パイプライン実行時に起動され
た EC2 インスタンスが VPC で起動したことを確認できます。

パイプラインの VPC への移行を確認するには
1.

パイプラインの一覧から、[Pipeline ID] (パイプライン ID) を選択して実行の詳細を開き、パイプライ
ンが起動した EC2 インスタンス ID を確認します。

2.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

3.

[Instances] (インスタンス) を選択します。

4.

上記のインスタンスごとに、[Instance ID] (インスタンス ID) を選択します。[Description] (説明) タブ
で、VPC フィールドの値に注目し、パイプラインがインスタンスを VPC に起動したことを確認しま
す。EC2-Classic で起動されたインスタンスの VPCフィールドは空になっています。

パイプラインでの Amazon EC2 スポットインスタ
ンスの使用
パイプラインでは、Amazon EMR クラスターリソースのタスクノードとして Amazon EC2 スポットイン
スタンスを使用できます。パイプラインでは、デフォルトでオンデマンドの Amazon EC2 インスタンスを
使用します。さらに、スポットインスタンスを使用することができます。スポットインスタンスでは、予
備の Amazon EC2 インスタンスを使用して実行できます。スポットインスタンスという価格モデルは、オ
ンデマンドインスタンス価格モデルやリザーブドインスタンス価格モデルを補完するものであり、アプリ
ケーションによっては、計算処理能力を調達するうえで最もコスト効果の高い選択肢となる可能性があり
ます。詳細については、Amazon EC2 製品ページの「Amazon EC2 スポットインスタンス」を参照してく
ださい。

パイプラインでスポットインスタンスを使用するには
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

[Architect] でパイプラインを開きます。

3.

[Resources] ペインで、EMR クラスターに移動します。[Add an optional field] で、[Task Instance Bid
Price] を選択します。[Task Instance Bid Price] に 1 時間あたりのスポットインスタンスの上限価格を
設定します。これはお支払いの最大金額 (ドル) で、0 より大きく 20.00 より小さい 10 進数です。

詳細については、「EmrCluster (p. 245)」を参照してください。
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複数のリージョンにあるリソースとパイプラインの
使用
デフォルトでは、Ec2Resource および EmrCluster のリソースは AWS Data Pipeline と同じリージョ
ンで実行されますが、AWS Data Pipeline では、あるリージョンで実行するリソースで別のリージョンか
らの入力データを統合するなど、複数のリージョンにまたがるデータフローのオーケストレーションをサ
ポートしています。指定したリージョンでリソースを実行できることで、依存するデータセットとリソー
スを同じ場所に配置する柔軟性がもたらされます。また、レイテンシーを減らすとともにクロスリージョ
ンのデータ転送料金を回避することで、パフォーマンスを最大化することができます。region および
Ec2Resource で EmrCluster フィールドを使用することで、AWS Data Pipeline とは別のリージョンで
実行するようにリソースを設定できます。
次の例のパイプライン JSON ファイルは、ヨーロッパ (アイルランド) リージョンの EmrCluster リソー
スを実行する方法を示します。このとき、作業するクラスターの大量のデータが同じリージョンに存在
することを前提としています。この例では、一般的なパイプラインとの唯一の違いは、EmrCluster の
region フィールドの値が eu-west-1 に設定されていることです。
{

"objects": [
{
"id": "Hourly",
"type": "Schedule",
"startDateTime": "2014-11-19T07:48:00",
"endDateTime": "2014-11-21T07:48:00",
"period": "1 hours"
},
{
"id": "MyCluster",
"type": "EmrCluster",
"masterInstanceType": "m3.medium",
"region": "eu-west-1",
"schedule": {
"ref": "Hourly"
}
},
{
"id": "MyEmrActivity",
"type": "EmrActivity",
"schedule": {
"ref": "Hourly"
},
"runsOn": {
"ref": "MyCluster"
},
"step": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar,-input,s3n://
elasticmapreduce/samples/wordcount/input,-output,s3://eu-west-1-bucket/wordcount/output/
#{@scheduledStartTime},-mapper,s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py,reducer,aggregate"
}
]
}

次の表は、選択できるリージョンと region フィールドで使用する関連リージョンコードの一覧です。

Note
以下のリストに示すリージョンでは、AWS Data Pipeline でワークフローを調整し、Amazon
EMR や Amazon EC2 のリソースを起動できます。リージョンによっては AWS Data Pipeline が
サポートされていない場合もあります。AWS Data Pipeline がサポートされているリージョンの
詳細については、「AWS のリージョンとエンドポイント」を参照してください。
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リージョン名

リージョンコード

米国東部(バージニア北部)

us-east-1

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

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

カナダ (中部)

ca-central-1

欧州 (アイルランド)

eu-west-1

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

欧州 (フランクフルト)

eu-central-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 (ムンバイ)

ap-south-1

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

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

カスケードの失敗と再実行
AWS Data Pipeline では、依存関係がエラーになるかユーザーによってキャンセルされたときのパイプ
ラインオブジェクトの動作を設定できます。他のパイプラインオブジェクト（コンシューマー）に確実
に失敗をカスケードすることで、無限に保留状態になるのを防ぐことができます。すべてのアクティビ
ティ、データノード、および前提条件には、failureAndRerunMode という名前のフィールドがあり、
デフォルト値は none です。失敗のカスケードを有効にするには、failureAndRerunMode フィールド
を cascade に設定します。
このフィールドを有効にしているときに、パイプラインオブジェクトが WAITING_ON_DEPENDENCIES 状
態でブロックされ、保留コマンドがない状態で依存関係がエラーになった場合、カスケードの失敗が発生
します。カスケードが失敗すると、以下のイベントが発生します。
• オブジェクトで障害が発生すると、そのコンシューマーは CASCADE_FAILED に設定され、元のオブ
ジェクトとコンシューマーの前提条件が CANCELED に設定されます。
• 既に FINISHED、FAILED、または CANCELED の状態にあるオブジェクトは無視されます。
カスケードの失敗は、エラーになった元のオブジェクトに関連付けられている前提条件を除き、エラーに
なったオブジェクトの依存関係（上流）に対しては作用しません。カスケードの失敗による影響を受ける
パイプラインオブジェクトでは、再試行や、onFail などの後処理がトリガーされることがあります。
カスケードの失敗による詳細な影響は、オブジェクトのタイプによって異なります。

アクティビティ
依存関係のいずれかがエラーになり、それがアクティビティのコンシューマーにおけるカスケードの失敗
の原因となった場合、アクティビティは CASCADE_FAILED に変更されます。アクティビティが依存する
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リソースでエラーが発生した場合、アクティビティは CANCELED になり、そのすべてのコンシューマーは
CASCADE_FAILED になります。

データノードと前提条件
失敗したアクティビティの出力としてデータノードが設定されている場合、そのデータノードは
CASCADE_FAILED 状態になります。データノードに関連する前提条件がある場合、データノードのエ
ラーが前提条件に伝達され、それらの前提条件は CANCELED 状態になります。

リソース
リソースに依存するオブジェクトが FAILED 状態になり、リソースそのものが
WAITING_ON_DEPENDENCIES 状態である場合、そのリソースは FINISHED 状態になります。

カスケードが失敗したオブジェクトの再実行
デフォルトでは、アクティビティまたはデータノードを再実行すると、関連するリソースのみが再実行さ
れます。ただし、パイプラインオブジェクトで failureAndRerunMode フィールドを cascade に設定
することで、以下の条件下でターゲットオブジェクトでの再実行コマンドをすべてのコンシューマーに伝
達することができます。
• ターゲットオブジェクトのコンシューマーが CASCADE_FAILED 状態です。
• ターゲットオブジェクトの依存関係に、保留中の再実行コマンドがない。
• ターゲットオブジェクトの依存関係が、FAILED、CASCADE_FAILED、CANCELED のいずれの状態でも
ありません。
CASCADE_FAILED 状態のオブジェクトを再実行したが、その依存関係のいずれかが
FAILED、CASCADE_FAILED、CANCELED のいずれかの状態である場合、再実行は失敗し、オブジェクト
は CASCADE_FAILED の状態に戻ります。エラーになったオブジェクトを正常に再実行するには、依存関
係の連鎖をさかのぼってエラーをトレースし、エラーの根本原因を特定して、そのオブジェクトを再実行
する必要があります。リソースに対して再実行コマンドを発行するときは、それに依存するオブジェクト
の再実行も試行することになります。

カスケードの失敗とバックフィル
失敗のカスケードを有効にしており、多くのバックフィルを生じるパイプラインがある場合、パ
イプラインのランタイムエラーによって、有用な処理が行われることなく、リソースの作成と削
除が連続して発生することがあります。AWS Data Pipelineは、パイプラインを保存するときに、
次の警告メッセージでこの状況について警告しようとします。 Pipeline_object_name has
'failureAndRerunMode' field set to 'cascade' and you are about to create a
backfill with scheduleStartTime start_time. This can result in rapid creation
of pipeline objects in case of failures. これは、カスケード障害によって下流のアクティビ
ティがすぐに次のように設定されるためです。CASCADE_FAILEDそして、不要になった EMR クラスター
と EC2 リソースをシャットダウンします。この状況の影響を制限するために、短時間の範囲でパイプライ
ンをテストすることをお勧めします。

パイプライン定義ファイルの構文
このセクションの手順は、AWS Data Pipeline コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してパイプ
ライン定義ファイルを手動で操作するためのものです。これは、AWS Data Pipeline コンソールを使用し
てパイプラインをインタラクティブに設計する方法に代わる手段です。
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パイプライン定義ファイルは、UTF-8 ファイル形式でのファイルの保存をサポートする任意のテキストエ
ディタを使用して手動で作成し、AWS Data Pipeline コマンドラインインターフェイスを使用してファイ
ルを送信することができます。
また、AWS Data Pipeline はパイプライン定義内で様々な複合式と関数もサポートします。詳細について
は、「パイプラインの式と関数 (p. 142)」を参照してください。

ファイル構造
パイプラインの作成の最初のステップは、パイプライン定義ファイルでパイプライン定義オブジェクト
を構成することです。次の例では、パイプライン定義ファイルの一般的な構造について説明します。この
ファイルでは、2 個のオブジェクトを '{' と '}' で囲み、カンマで区切って定義しています。
次の例では、最初のオブジェクトで名前と値のペアを 2 組定義しています。このペアをフィールドと呼び
ます。2 番目のオブジェクトでは、3 個のフィールドを定義しています。
{

}

"objects" : [
{
"name1" :
"name2" :
},
{
"name1" :
"name3" :
"name4" :
}
]

"value1",
"value2"
"value3",
"value4",
"value5"

パイプライン定義ファイルを作成するときは、必要なパイプラインオブジェクトのタイプを選択してパイ
プライン定義ファイルに追加してから、適切なフィールドを追加する必要があります。パイプラインオブ
ジェクトの詳細については、「パイプラインオブジェクトリファレンス (p. 153)」を参照してください。
たとえば、入力データノード用にパイプライン定義オブジェクトを 1 個作成し、出力データノード用にパ
イプライン定義オブジェクトをもう 1 個作成することができます。その後で、Amazon EMR を使用して入
力データを処理するなどのアクティビティ用に、別のパイプライン定義オブジェクトを作成します。

パイプラインのフィールド
パイプライン定義ファイルに含めるオブジェクトタイプを決めたら、各パイプラインオブジェクトの定義
にフィールドを追加します。次の例のように、フィールド名を引用符で囲み、スペース、コロン、スペー
スでフィールド値と区切ります。
"name" : "value"

フィールド値は、文字列、別のオブジェクトの参照、関数呼び出し、式、または前述のいずれかのタイ
プの整列済みリストとして指定できます。フィールド値に使用できるデータ型についての詳細は、「単純
データ型 (p. 142)」を参照してください。フィールド値の検証に使用できる関数の詳細については、「式
の評価 (p. 145)」を参照してください。
フィールドは、2048 文字に制限されています。オブジェクトのサイズは 20 KB までであるため、1 個のオ
ブジェクトにサイズの大きいフィールドを多数追加することはできません。
各パイプラインオブジェクトには、次の例に示すように、id および type フィールドを含める必要があり
ます。オブジェクトのタイプによっては、それ以外のフィールドが必須になる場合があります。id の値に
は、パイプライン定義内でユニークな、分かりやすい値を選択します。type の値は、オブジェクトのタ
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イプを指定します。トピック「パイプラインオブジェクトリファレンス (p. 153)」にリストされている、
サポートされるパイプライン定義オブジェクトのタイプのうち 1 つを指定します。
{
}

"id": "MyCopyToS3",
"type": "CopyActivity"

各オブジェクトの必須フィールドおよびオプションフィールドの詳細については、オブジェクトのドキュ
メントを参照してください。
あるオブジェクトのフィールドを別のオブジェクトで使用するには、そのオブジェクトの参照とともに
parent フィールドを使用します。たとえば、オブジェクト "B" に、フィールド "B1" と "B2" に加えて、
オブジェクト "A" のフィールド "A1" と "A2" を含めます。
{

"id" : "A",
"A1" : "value",
"A2" : "value"

},
{

}

"id" : "B",
"parent" : {"ref" : "A"},
"B1" : "value",
"B2" : "value"

オブジェクトの共通のフィールドは、ID "Default" を使用して定義できます。これらのフィールド
は、parent フィールドで明示的に別のオブジェクトへの参照を設定していない限り、パイプライン定義
ファイル内のすべてのオブジェクトに自動的に含まれます。
{

}

"id" : "Default",
"onFail" : {"ref" : "FailureNotification"},
"maximumRetries" : "3",
"workerGroup" : "myWorkerGroup"

ユーザー定義フィールド
パイプラインコンポーネントでは、ユーザー定義フィールドまたはカスタムフィールドを作成し、式
を使用してそれらを参照することができます。次の例はという名前のカスタムフィールドを示していま
すmyCustomFieldそしてmy_customFieldReferenceS3 に追加されたDataNode オブジェクト:
{

"id": "S3DataInput",
"type": "S3DataNode",
"schedule": {"ref": "TheSchedule"},
"filePath": "s3://bucket_name",
"myCustomField": "This is a custom value in a custom field.",
"my_customFieldReference": {"ref":"AnotherPipelineComponent"}
},

ユーザー定義フィールドの名前には、すべて小文字で "my" というプレフィックスを付け、続けて大文字
またはアンダースコア文字を使用する必要があります。さらに、ユーザー定義フィールドでは、前述の
myCustomField の例のような文字列値、または前述の my_customFieldReference の例のような別の
パイプラインコンポーネントへの参照を使用できます。
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Note
ユーザー定義フィールドについては、AWS Data Pipeline は、別のパイプラインコンポーネント
への有効な参照のみをチェックし、ユーザーが追加するカスタムフィールドの文字列値は一切
チェックしません。

API の使用
Note
AWS Data Pipeline を操作するプログラムを作成しているのではない場合、どの AWS SDK もイ
ンストールする必要はありません。コンソールまたはコマンドラインインターフェイスを使用
してパイプラインを作成し、実行できます。詳細については、AWS Data Pipeline のセットアッ
プ (p. 16)を参照してください。
AWS Data Pipeline を操作するアプリケーションを作成する場合や、カスタムタスクランナーを実装する
場合、最も簡単な方法は AWS SDK のいずれかを使用する方法です。AWS SDK は、任意のプログラミン
グ環境からのウェブサービス API の呼び出しを簡素化する機能を提供します。詳細については、「AWS
SDK をインストールする (p. 70)」を参照してください。

AWS SDK をインストールする
AWS SDK には、API をラップして、署名の計算、リクエストの再試行の処理、エラー処理など、接続
のさまざまな詳細を処理する関数が用意されています。また SDK には、AWS を呼び出すアプリケー
ションの作成を開始するのに役立つ、サンプルコード、チュートリアルなどのリソースも含まれていま
す。SDK のラッパー関数を呼び出すと、AWS アプリケーションを作成するプロセスを大幅に簡素化でき
ます。AWS SDK をダウンロードして使用する方法の詳細については、「サンプルコードとライブラリ」
を参照してください。
AWS Data Pipeline のサポートは、以下のプラットフォーム用の SDK で使用できます。
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for Node.js
• AWS SDK for PHP
• AWS SDK for Python (Boto)
• AWS SDK for Ruby
• AWS SDK for .NET

AWS Data Pipeline に対する HTTP リクエストの実行
AWS Data Pipeline のプログラムオブジェクトの詳細については、AWS Data Pipeline API リファレンスを
参照してください。
どの AWS SDK も使用しない場合は、POST リクエストメソッドを使用して、HTTP 経由で AWS Data
Pipeline オペレーションを実行できます。POST メソッドでは、リクエストのヘッダーでオペレーション
を指定し、リクエストの本文に、オペレーションのデータを JSON 形式で入力します。

HTTP ヘッダーの内容
AWS Data Pipeline では、HTTP リクエストのヘッダーに次の情報を入力する必要があります。
• host AWS Data Pipeline エンドポイント。
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エンドポイントの詳細については、「リージョンとエンドポイント」を参照してください。
• x-amz-date HTTP の Date ヘッダーまたは AWS の x-amz-date ヘッダーにタイムスタンプを入力する
必要があります （一部の HTTP クライアントライブラリでは、Date ヘッダーを設定することができま
せん)。x-amz-date ヘッダーがある場合には、リクエスト認証時に Date ヘッダーが無視されます。
日付は、HTTP/1.1 RFC で規定されている次の 3 つ形式のいずれかで指定する必要があります。
• Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT（RFC 822、RFC 1123 により更新）
• Sunday, 06-Nov-94 08:49:37 GMT（RFC 850、RFC 1036 により廃止）
• Sun Nov 6 08:49:37 1994（ANSI C asctime() 形式）
• Authorization AWS がリクエストの有効性と正当性を確保するために使用する、認可パラメータの
セット。このヘッダーの作成方法の詳細については、「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照して
ください。
• x-amz-target 次の形式で指定する、リクエストの送信先サービスおよびデータのオペレーション:
<<serviceName>>_<<API version>>.<<operationName>>
例えば、DataPipeline_20121129.ActivatePipeline。
• content-type JSON とバージョンを指定します。例えば、Content-Type: application/xamz-json-1.0。
次に、パイプラインをアクティブ化する HTTP リクエストのサンプルヘッダーの例を示します。

POST / HTTP/1.1
host: https://datapipeline.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date: Mon, 12 Nov 2012 17:49:52 GMT
x-amz-target: DataPipeline_20121129.ActivatePipeline
Authorization: AuthParams
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: 39
Connection: Keep-Alive

HTTP 本文の内容
HTTP リクエストの本文には、HTTP リクエストのヘッダーで指定されたオペレーションのデータが含ま
れます。このデータは、各 AWS Data Pipeline API の JSON データスキーマに従って形式が設定されて
いる必要があります。AWS Data Pipeline の JSON データスキーマは、各オペレーションで使用できる、
データとパラメータの型（比較演算子や列挙定数など）を定義します。

HTTP リクエストの本文の形式の設定
JSON データ形式を使用すると、データ値とデータ構造を同時に送信できます。エレメントは、ブラケッ
ト表記を使用することで他のエレメント内にネストすることができます。次の例は、3 つのオブジェクト
および対応するスロットから成るパイプライン定義を送信するためのリクエストを示しています。
{

"pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE",
"pipelineObjects":
[
{"id": "Default",
"name": "Default",
"slots":
[
{"key": "workerGroup",
"stringValue": "MyWorkerGroup"}
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},
{"id": "Schedule",
"name": "Schedule",
"slots":
[
{"key": "startDateTime",
"stringValue": "2012-09-25T17:00:00"},
{"key": "type",
"stringValue": "Schedule"},
{"key": "period",
"stringValue": "1 hour"},
{"key": "endDateTime",
"stringValue": "2012-09-25T18:00:00"}
]
},
{"id": "SayHello",
"name": "SayHello",
"slots":
[
{"key": "type",
"stringValue": "ShellCommandActivity"},
{"key": "command",
"stringValue": "echo hello"},
{"key": "parent",
"refValue": "Default"},
{"key": "schedule",
"refValue": "Schedule"}

}

]

}

]

HTTP 応答の処理
HTTP 応答の重要なヘッダーと、それらをアプリケーション内で扱う方法を示します。
• HTTP/1.1 – このヘッダーにはステータスコードが続きます。コードの値 200 は、オペレーションが成功
したことを示します。その他の値はエラーを示します。
• x-amzn-RequestId – このヘッダーには、AWS Data Pipeline を使用してリクエストのトラブルシュー
ティングを行う場合に使用するリクエスト ID が含まれています。リクエスト ID は、たとえば
K2QH8DNOU907N97FNA2GDLL8OBVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG のようになります。
• x-amz-crc32 – AWS Data Pipeline が HTTP ペイロードの CRC32 チェックサムを計算し、x-amz-crc32
ヘッダーでこのチェックサムを返します。クライアント側で独自の CRC32 チェックサムを計算し
て、x-amz-crc32 ヘッダーと比較することをお勧めします。チェックサムが一致しない場合は、データ
が送信中に壊れた可能性があります。その場合は、リクエストを再試行する必要があります。
Amazon DynamoDB からの各返信のチェックサムを SDK が計算し、不一致が検出された場合には自動的
に再試行されるため、AWS SDK のユーザーは、この確認を手動で行う必要はありません。

AWS Data Pipeline JSON のリクエストと応答のサンプル
以下の例は新しいパイプラインを作成するためのリクエストを示しています。次に、新しく作成されたパ
イプラインの ID を含む AWS Data Pipeline 応答を示します。

HTTP POST リクエスト
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POST / HTTP/1.1
host: https://datapipeline.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date: Mon, 12 Nov 2012 17:49:52 GMT
x-amz-target: DataPipeline_20121129.CreatePipeline
Authorization: AuthParams
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: 50
Connection: Keep-Alive
{"name": "MyPipeline",
"uniqueId": "12345ABCDEFG"}

AWS Data Pipeline 応答
HTTP/1.1 200
x-amzn-RequestId: b16911ce-0774-11e2-af6f-6bc7a6be60d9
x-amz-crc32: 2215946753
Content-Type: application/x-amz-json-1.0
Content-Length: 2
Date: Mon, 16 Jan 2012 17:50:53 GMT
{"pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE"}
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AWS Data Pipelineでのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすよう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。AWS Data Pipeline 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 AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ–お客様の責任は、使用するAWSのサービスに応じて判断されます。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、 を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちますAWS
Data Pipeline 以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS
Data Pipeline を設定する方法を示します。また、AWS Data Pipeline リソースのモニタリングや保護に役
立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。
トピックス
• AWS Data Pipeline でのデータ保護 (p. 74)
• AWS Data Pipeline 向けの Identity and Access Management (p. 75)
• AWS Data Pipeline でのログ記録とモニタリング (p. 87)
• AWS Data Pipeline のインシデントへの対応 (p. 88)
• AWS Data Pipeline のコンプライアンス検証 (p. 89)
• AWS Data Pipeline での耐障害性 (p. 89)
• AWS Data Pipeline のインフラストラクチャセキュリティ (p. 89)
• AWS Data Pipeline での設定と脆弱性の分析 (p. 89)

AWS Data Pipeline でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Data Pipeline で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 Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウント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、
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それぞれのジョブを遂行するために必要な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。
• 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 以降が推奨されています。
• 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 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これによ
り、Amazon S3 に保存される機密データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェースまたは 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。使用可能な 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。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または
AWS SDK で AWS Data Pipeline または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。タグまたは名
前に使用する自由記入欄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
バーに URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

AWS Data Pipeline 向けの Identity and Access
Management
セキュリティ認証情報により、AWS のサービスに対してお客様の身分が証明され、パイプラインなど
の AWS リソースを使用するアクセス許可が付与されます。AWS Data Pipeline および AWS Identity and
Access Management (IAM) の機能を使用して、AWS Data Pipeline ユーザーとその他のユーザーが AWS
Data Pipeline のリソースを使用できるようにできます。その際、お客様のセキュリティ認証情報は共有さ
れません。
組織はパイプラインへのアクセスを共有することができ、これによって組織内の個人がパイプラインを共
同で開発および管理できます。ただし、次のような措置を講じる必要がある場合があります。
• 特定のパイプラインにどの IAM ユーザーがアクセスできるかを制御する
• 誤って編集されないように実稼働のパイプラインを保護する
• 監査人に対してパイプラインへの読み取り専用アクセスは許可し、変更は許可しない。
AWS Data Pipeline は、幅広い機能を提供する AWS Identity and Access Management (IAM) と統合されま
す。
• AWS アカウント にユーザーとグループを作成します。
• AWS アカウント 内のユーザー間で AWS リソースを簡単に共有できます。
• 各ユーザーに一意のセキュリティ認証情報を割り当てます。
• サービスとリソースへの各ユーザーのアクセス権限を制御します。
• AWS アカウント 内のすべてのユーザーに対する単一の請求書を受け取ります。
AWS Data Pipeline と組み合わせて IAM を使用すると、組織のユーザーが特定の API アクションを使用し
てタスクを実行できるかどうか、また、特定の AWS リソースを使用できるかどうかを制御できます。パ
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イプラインのタグとワーカーグループに基づく IAM ポリシーを使用して、パイプラインを他のユーザーと
共有し、ユーザーのアクセスレベルを制御することができます。
目次
• AWS Data Pipeline の IAM ポリシー (p. 76)
• AWS Data Pipeline のポリシー例 (p. 79)
• AWS Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)

AWS Data Pipeline の IAM ポリシー
デフォルトでは、IAM ユーザーには AWS リソースを作成または変更するためのアクセス許可はありませ
ん。IAM ユーザーがリソースを作成または変更、およびタスクを実行できるようにするには、IAM ポリ
シーを作成する必要があります。これによって、必要な特定のリソースおよび API アクションを使用する
ためのアクセス許可を IAM ユーザーに付与し、その後、ポリシーをそ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します。
ポリシーをユーザーまたはユーザーのグループにアタッチする場合、ポリシーによって特定リソースの特
定タスクを実行するユーザーの権限が許可または拒否されます。IAM ポリシーの一般的な情報について
は、IAM ユーザーガイドのアクセス許可とポリシーを参照してください。カスタム IAM ポリシーの管理と
作成の詳細については、「IAM ポリシーの管理」を参照してください。
目次
• ポリシー構文 (p. 76)
• タグを使用したパイプラインへのアクセスの制御 (p. 77)
• ワーカーグループを使用したパイプラインへのアクセスの制御 (p. 78)

ポリシー構文
IAM ポリシーは 1 つ以上のステートメントで構成される JSON ドキュメントです。各ステートメントは次
のように構成されます。
{

}

"Statement":[{
"Effect":"effect",
"Action":"action",
"Resource":"*",
"Condition":{
"condition":{
"key":"value"
}
}
}
]

ポリシーステートメントは以下の要素によって構成されます。
• 効果: -効果できるAllowまたはDeny。デフォルトでは、IAM ユーザーはリソースおよび API アクション
を使用するアクセス許可がないため、リクエストはすべて拒否されます。明示的な許可はデフォルトに
優先します。明示的な拒否はすべての許可に上書きされます。
• アクション: -アクションアクセス許可を付与または拒否する対象とする、特定の API アクションで
す。AWS Data Pipeline のアクションのリストについては、AWS Data Pipeline API リファレンスのアク
ションを参照してください。
• リソース: アクションによって影響を及ぼされるリソースです。ここで唯一の有効な値は "*" です。
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• Condition: 条件はオプションです。ポリシーの発効条件を指定するために使用します。
AWS Data Pipeline は、AWS 全体のコンテキストキー (「条件に利用可能なキー」を参照) に加え、以下
のサービス固有のキーを実装します。
• datapipeline:PipelineCreator – パイプラインを作成したユーザーにアクセスを許可します。
これの例については、「パイプライン所有者にフルアクセスを付与する (p. 80)」を参照してくださ
い。
• datapipeline:Tag – パイプラインのタグ付けに基づいてアクセスを許可します。詳細について
は、「タグを使用したパイプラインへのアクセスの制御 (p. 77)」を参照してください。
• datapipeline:workerGroup – ワーカーグループの名前に基づいてアクセスを許可します。詳細に
ついては、「ワーカーグループを使用したパイプラインへのアクセスの制御 (p. 78)」を参照してく
ださい。

タグを使用したパイプラインへのアクセスの制御
パイプラインのタグを参照する IAM ポリシーを作成できます。これにより、パイプラインのタグ付けを使
用して以下の操作を行うことができます。
• パイプラインへの読み取り専用アクセス権限の付与
• パイプラインへの読み取り/書き込みアクセス権限の付与
• パイプラインへのアクセスのブロック
たとえば、管理者が実稼働用と開発用の 2 つのパイプライン環境を使用しており、それぞれの環境に対し
て IAM グループを設定しているとします。管理者は、実稼働環境のパイプライン環境に対して、実稼働
用 IAM グループのユーザーには読み取り/書き込みアクセス権限を付与し、開発者用 IAM グループのユー
ザーには読み取り専用アクセス権限を付与します。管理者は、開発環境のパイプライン環境に対して、実
稼働用と開発用 IAM グループのユーザーには読み取り/書き込みアクセス権限を付与します。
このシナリオを達成するため、管理者は実稼働用パイプラインに "environment=production" というタ
グを付け、開発者用 IAM グループに次のポリシーをアタッチします。最初のステートメントでは、
すべてのパイプラインに対する読み取り専用アクセスを付与しています。2 番目のステートメントで
は、"environment=production" タグがないパイプラインへの読み取り/書き込みアクセスを付与していま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"datapipeline:Describe*",
"datapipeline:ListPipelines",
"datapipeline:GetPipelineDefinition",
"datapipeline:QueryObjects"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "datapipeline:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {"datapipeline:Tag/environment": "production"}
}
}
]

API バージョン 2012-10-29
77

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
AWS Data Pipeline の IAM ポリシー

さらに管理者は、実稼働の IAM グループに次のポリシーをアタッチします。このステートメントは、すべ
てのパイプラインに対するフルアクセスを付与しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "datapipeline:*",
"Resource": "*"
}
]

その他の例については、「タグに基づいてユーザーに読み取り専用アクセスを付与する (p. 79)」と「タ
グに基づいてユーザーにフルアクセスを付与する (p. 80)」を参照してください。

ワーカーグループを使用したパイプラインへのアクセスの制御
参照ワーカーグループ名を作成する IAM ポリシーを作成できます。
たとえば、管理者が実稼働用と開発用の 2 つのパイプライン環境を使用しており、それぞれの環境に対し
て IAM グループを設定しているとします。3 台のデータベースサーバーがあり、それぞれ実稼働環境、実
稼働準備環境、および開発者環境に対して Task Runner が設定されているものとします。管理者は、実稼
働用 IAM グループのユーザーは実稼働用リソースにタスクをプッシュするパイプラインを作成でき、開発
用 IAM グループのユーザーは実稼働準備用と開発者用の両方のリソースにタスクをプッシュするパイプラ
インを作成できるようにする必要があります。
このシナリオを達成するため、管理者は実稼働用認証情報を使用して実稼働用リソースに Task Runner を
インストールし、workerGroup を "prodresource" に設定します。さらに、開発用認証情報を使用して開
発用リソースに Task Runner をインストールし、workerGroup を "pre-production" と "development" に
設定します。管理者は、開発者用 IAM グループに次のポリシーをアタッチして、"prodresource" リソース
へのアクセスをブロックします。最初のステートメントでは、すべてのパイプラインに対する読み取り専
用アクセスを付与しています。2 番目のステートメントは、ワーカーグループの名前に "dev" または "preprod" というプレフィックスが含まれていれば、パイプラインへの読み取り/書き込みアクセスを付与しま
す。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"datapipeline:Describe*",
"datapipeline:ListPipelines",
"datapipeline:GetPipelineDefinition",
"datapipeline:QueryObjects"
],
"Resource": "*"
},
{
"Action": "datapipeline:*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"datapipeline:workerGroup": ["dev*","pre-prod*"]
}
}
}
]
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}

さらに、管理者は、実稼働用 IAM グループに次のポリシーをアタッチして、"prodresource" リソースへ
のアクセス権限を付与します。最初のステートメントでは、すべてのパイプラインに対する読み取り専用
アクセスを付与しています。2 番目のステートメントは、ワーカーグループの名前に "prod" というプレ
フィックスが含まれていれば、読み取り/書き込みアクセスを付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"datapipeline:Describe*",
"datapipeline:ListPipelines",
"datapipeline:GetPipelineDefinition",
"datapipeline:QueryObjects"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "datapipeline:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {"datapipeline:workerGroup": "prodresource*"}
}
}
]

AWS Data Pipeline のポリシー例
次の例では、パイプラインへのフルアクセスまたは限定的なアクセスをユーザーに許可する方法を示しま
す。
目次
• 例 1: タグに基づいてユーザーに読み取り専用アクセスを付与する (p. 79)
• 例 2: タグに基づいてユーザーにフルアクセスを付与する (p. 80)
• 例 3: パイプライン所有者にフルアクセスを許可する (p. 80)
• 例 4: へのアクセス許可をユーザーに付与するAWS Data Pipelineコンソール (p. 81)

例 1: タグに基づいてユーザーに読み取り専用アクセスを付与す
る
次のポリシーでは、ユーザーは、"environment=production" タグの付いたパイプラインのみを実行する読
み取り専用の AWS Data Pipeline API アクションを使用できます。
- ListPipelines API アクションでは、タグベースの認証はサポートされていません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"datapipeline:Describe*",
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"datapipeline:GetPipelineDefinition",
"datapipeline:ValidatePipelineDefinition",
"datapipeline:QueryObjects"

}

]

}

],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"datapipeline:Tag/environment": "production"
}
}

例 2: タグに基づいてユーザーにフルアクセスを付与する
次のポリシーでは、ユーザーがすべてを使用することができますAWS Data PipelineAPI アクション (ただ
し以下を除く) ListPipelinesただし、「environment=test」というタグが付いたパイプラインでのみ有効で
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"datapipeline:*"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"datapipeline:Tag/environment": "test"
}
}
}
]

例 3: パイプライン所有者にフルアクセスを許可する
次のポリシーでは、ユーザーは、独自のパイプラインのみを実行するすべての AWS Data Pipeline API ア
クションを使用できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"datapipeline:*"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"datapipeline:PipelineCreator": "${aws:userid}"
}
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]

}

}

}

例 4: へのアクセス許可をユーザーに付与するAWS Data Pipeline
コンソール
次のポリシーでは、ユーザーは、AWS Data Pipeline コンソールを使用してパイプラインを作成および管
理できます。
このポリシーには、AWS Data Pipeline に必要な roleARN に紐付けられた特定のリソースに対する
PassRole アクセス権限が含まれます。アイデンティティベース (IAM) の詳細についてはPassRole許
可、ブログ投稿を参照してくださいIAM ロールを使用して EC2 インスタンスを起動するアクセス権限の付
与 (PassRoleアクセス許可)。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": [
"cloudwatch:*",
"datapipeline:*",
"dynamodb:DescribeTable",
"elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
"elasticmapreduce:ListInstance*",
"iam:AddRoleToInstanceProfile",
"iam:CreateInstanceProfile",
"iam:GetInstanceProfile",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListInstanceProfiles",
"iam:ListInstanceProfilesForRole",
"iam:ListRoles",
"rds:DescribeDBInstances",
"rds:DescribeDBSecurityGroups",
"redshift:DescribeClusters",
"redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
"s3:List*",
"sns:ListTopics"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Action": "iam:PassRole",
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultResourceRole",
"arn:aws:iam::*:role/DataPipelineDefaultRole"
]
}
]

}

AWS Data Pipeline の IAM ロール
AWS Data Pipeline は AWS Identity and Access Management ロールを使用します。IAM ロールにアタッ
チされたアクセス許可ポリシーにより、AWS Data Pipeline およびアプリケーションが実行できるアク
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ション、およびそれらがアクセスできる AWS リソースが決定されます。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM ロール」を参照してください。
AWS Data Pipeline では次の 2 つの IAM ロールが必要です。
• パイプラインロールは、AWS リソースへの AWS Data Pipeline アクセス権限を制御します。パイプライ
ンオブジェクト定義では、role フィールドによってこのロールが指定されます。
• EC2 インスタンスロールは、EC2 インスタンス (Amazon EMR クラスター内の EC2 インスタンスを含
む) で実行されているアプリケーションが AWS リソースに対して備えるアクセス権限を制御します。パ
イプラインオブジェクト定義では、resourceRole フィールドによってこのロールが指定されます。

Important
2022 年 10 月 3 日より前にパイプラインを作成した場合AWS Data Pipelineデフォルト
ロールのコンソール、AWS Data Pipelineの作成DataPipelineDefaultRoleお前の為
に添付したAWSDataPipelineRoleロールへのマネージドポリシー。2022年10月3日現
在、AWSDataPipelineRoleマネージドポリシーは廃止され、コンソールを使用するときにパイ
プラインのパイプラインロールを指定する必要があります。
既存のパイプラインを確認し、DataPipelineDefaultRole がパイプラインと関連付けられ
ているかどうか、および AWSDataPipelineRole がそのロールにアタッチされているかどうか
を判別することをお勧めします。満たされている場合は、このポリシーで許可されているアクセ
ス権限を確認して、セキュリティ要件に適したものになっていることを確認してください。必要
に応じて、このロールにアタッチされたポリシーおよびポリシーステートメントを追加、更新、
または置換します。または、パイプラインを更新して、異なるアクセス許可ポリシーで作成した
ロールを使用することもできます。

AWS Data Pipeline ロールのアクセス許可ポリシーの例
各ロールには、そのロールがアクセスできる AWS リソースおよびそのロールが実行できるア
クションを決定する 1 つ以上のアクセス許可ポリシーがアタッチされています。このトピック
では、パイプラインロールのアクセス許可ポリシーの例を示します。また、デフォルトの EC2
インスタンスロール DataPipelineDefaultResourceRole のマネージドポリシーである
AmazonEC2RoleforDataPipelineRole のコンテンツも示します。

パイプラインロールのアクセス許可ポリシーの例
以下のポリシー例は、Amazon EC2 および Amazon EMR リソースを使用してパイプラインを実行する
ために AWS Data Pipeline で必要な必須の関数を許可するようにスコープ設定されています。また、多
くのパイプラインで必要となる他の AWS リソース (Amazon Simple Storage Service や Amazon Simple
Notification Service など) にアクセスするためのアクセス許可も指定しています。パイプラインで定義され
ているオブジェクトで AWS サービスのリソースが必要ない場合、そのサービスにアクセスするためのア
クセス許可を削除することを強くお勧めします。例えば、パイプラインで DynamoDBDataNode (p. 154)
が定義されておらず、SnsAlarm (p. 298) アクションを使用していない場合、それらのアクションの許可
ステートメントを削除することをお勧めします。
• 111122223333 を AWS アカウント ID に置き換えます。
• NameOfDataPipelineRole を、パイプラインロール (このポリシーがアタッチされているロール) の
名前に置き換えます。
• NameOfDataPipelineResourceRole を、EC2 インスタンスロールの名前に置き換えます。
• us-west-1 を、アプリケーションに適したリージョンに置き換えます。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [

API バージョン 2012-10-29
82

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
IAM ロール
{

},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetInstanceProfile",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/NameOfDataPipelineRole",
"arn:aws:iam::111122223333 :role/NameOfDataPipelineResourceRole"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:CancelSpotInstanceRequests",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:DescribeAccountAttributes",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeInstanceStatus",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeLaunchTemplates",
"ec2:DescribeNetworkAcls",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribePrefixLists",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
"ec2:DescribeSpotPriceHistory",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeTags",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeVpcEndpointServices",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DetachNetworkInterface",
"ec2:ModifyImageAttribute",
"ec2:ModifyInstanceAttribute",
"ec2:RequestSpotInstances",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RunInstances",
"ec2:TerminateInstances",
"ec2:DescribeVolumeStatus",
"ec2:DescribeVolumes",
"elasticmapreduce:TerminateJobFlows",
"elasticmapreduce:ListSteps",
"elasticmapreduce:ListClusters",
"elasticmapreduce:RunJobFlow",
"elasticmapreduce:DescribeCluster",
"elasticmapreduce:AddTags",
"elasticmapreduce:RemoveTags",
"elasticmapreduce:ListInstanceGroups",
"elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
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"elasticmapreduce:GetCluster",
"elasticmapreduce:DescribeStep",
"elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
"elasticmapreduce:ListInstances",
"iam:ListInstanceProfiles",
"redshift:DescribeClusters"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": [
"*"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"sns:GetTopicAttributes",
"sns:Publish"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:us-west-1:111122223333:MyFirstSNSTopic",
"arn:aws:sns:us-west-1:111122223333:MySecondSNSTopic",
"arn:aws:sns:us-west-1:111122223333:AnotherSNSTopic"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:ListBucket",
"s3:ListMultipartUploads"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::MyStagingS3Bucket",
"arn:aws:s3:::MyLogsS3Bucket",
"arn:aws:s3:::MyInputS3Bucket",
"arn:aws:s3:::MyOutputS3Bucket",
"arn:aws:s3:::AnotherRequiredS3Buckets"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:GetObjectMetadata",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::MyStagingS3Bucket/*",
"arn:aws:s3:::MyLogsS3Bucket/*",
"arn:aws:s3:::MyInputS3Bucket/*",
"arn:aws:s3:::MyOutputS3Bucket/*",
"arn:aws:s3:::AnotherRequiredS3Buckets/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:Scan",
"dynamodb:DescribeTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:us-west-1:111122223333:table/MyFirstDynamoDBTable",
"arn:aws:dynamodb:us-west-1:111122223333:table/MySecondDynamoDBTable",
"arn:aws:dynamodb:us-west-1:111122223333:table/AnotherDynamoDBTable"
]
"Effect": "Allow",
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}

]

}

"Action": [
"rds:DescribeDBInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:rds:us-west-1:111122223333:db:MyFirstRdsDb",
"arn:aws:rds:us-west-1:111122223333:db:MySecondRdsDb",
"arn:aws:rds:us-west-1:111122223333:db:AnotherRdsDb"
]

EC2 インスタンスロールのデフォルトマネージドポリシー
AmazonEC2RoleforDataPipelineRole のコンテンツを以下に示します。これは、AWS Data Pipeline
のデフォルトリソースロール (DataPipelineDefaultResourceRole) にアタッチされているマネージ
ドポリシーです。パイプラインのリソースロールを定義するときは、このアクセス許可ポリシーから開始
し、必要ない AWS サービスアクションのアクセス許可を削除することをお勧めします。
ポリシーのバージョン 3 を示します。これは、この執筆時点での最新のバージョンです。IAM コンソール
を使用して、ポリシーの最新バージョンを表示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudwatch:*",
"datapipeline:*",
"dynamodb:*",
"ec2:Describe*",
"elasticmapreduce:AddJobFlowSteps",
"elasticmapreduce:Describe*",
"elasticmapreduce:ListInstance*",
"elasticmapreduce:ModifyInstanceGroups",
"rds:Describe*",
"redshift:DescribeClusters",
"redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
"s3:*",
"sdb:*",
"sns:*",
"sqs:*"
],
"Resource": ["*"]
}]

AWS Data Pipeline の IAM ロールの作成およびロールアクセス許
可の編集
次の手順に従って、IAM コンソールを使用して AWS Data Pipeline のロールを作成します。このプロセス
は次の 2 つのステップで構成されています。まず、ロールにアタッチするアクセス許可ポリシーを作成
します。次に、ロールを作成して、ポリシーをアタッチします。ロールを作成した後、アクセス許可ポリ
シーをアタッチおよびデタッチして、ロールのアクセス許可を変更できます。

Note
以下の説明に従ってコンソールを使用して AWS Data Pipeline のロールを作成した場合、IAM
は、ロールに必要な適切な信頼ポリシーを作成してアタッチします。
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AWS Data Pipeline のロールで使用するアクセス許可ポリシーを作成するには
1.

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 [Policies] (ポリシー) を選択してから [Create policy] (ポリシーの作成) を選択
します。

3.

[JSON] タブを選択します。

4.

パイプラインロールを作成する場合は、パイプラインロールのアクセス許可ポリシーの例 (p. 82)の
ポリシーの例のコンテンツをコピーして貼り付け、セキュリティ要件に応じて適宜編集します。また
は、カスタム EC2 インスタンスロールを作成する場合は、EC2 インスタンスロールのデフォルトマ
ネージドポリシー (p. 85)の例と同様にします。

5.

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。

6.

ポリシーの名前 (例えば、MyDataPipelineRolePolicy) とオプションの [Description] (説明) を入
力してから、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

7.

ポリシーの名前をメモします。これは、ロールを作成するときに必要になります。

AWS Data Pipeline 用に IAM 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 [Roles] (ロール) を選択し、続いて [Create Role] (ロールの作成) を選択しま
す。

3.

[Choose a use case] (ユースケースの選択) で、[Data Pipeline] を選択します。

4.

[Select your use case] (ユースケースの選択) で、次のいずれかを実行します。
• Data Pipeline を選択して、パイプラインロールを作成します。
• EC2 Role for Data Pipeline を選択して、リソースロールを作成します。

5.

[Next: (次へ:)] を選択します アクセス許可.

6.

AWS Data Pipeline のデフォルトポリシーがリストされている場合、以下のステップに進んでロール
を作成してから、次の手順の説明に従ってそのロールを編集します。それ以外の場合は、上記の手順
で作成したポリシーの名前を入力し、リストからそのポリシーを選択します。

7.

[Next: (次へ:)] を選択します タグで、ロールに追加するタグを入力してから、次へ: 確認.

8.

ロールの名前 (例えば、MyDataPipelineRole) とオプションの [Description] (説明) を入力してか
ら、[Create role] (ロールの作成) を選択します。

AWS Data Pipeline の IAM ロールのアクセス許可ポリシーをアタッチまたはデタッチするには
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。

3.

検索ボックスで、編集するロールの名前 (例:) を入力していき、DataPipelineDefaultRoleまた
はMyDataPipelineRole—そして次にを選択しますロール名リストから。

4.

[Permissions] (アクセス許可) タブで、以下を実行します。
• アクセス許可ポリシーをデタッチするには、[Permissions policies] (アクセス許可ポリシー) で、ポ
リシーエントリの右端にある削除ボタンを選択します。確認を求められたら、[Detach] (デタッチ)
を選択します。
• 前に作成したポリシーをアタッチするには、[Attach policies] (ポリシーをアタッチします) を選択
します。検索ボックスで、編集するポリシーの名前を入力していき、リストからポリシーを選択
し、[Attach policy] (ポリシーのアタッチ) を選択します。
• 新しいポリシーを作成してアタッチするには、[Add inline policy] (インラインポリシーの追加) を選
択してから、上記の AWS Data Pipeline のロールで使用するアクセス許可ポリシーを作成するに
はの手順の step 3 (p. 86) で始まる説明に従ってポリシーを作成します。
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既存のパイプラインのロールの変更
パイプラインに別のパイプラインロールまたはリソースロールを割り当てる場合は、AWS Data Pipeline
コンソールでアーキテクトエディタを使用できます。

コンソールを使用してパイプラインに割り当てられているロールを編集するには
1.
2.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。
リストからパイプラインを選択し、[Actions] (アクション)、[Edit] (編集) を選択します。

3.
4.

アーキテクトエディタの右ペインで、[Others] (その他) を選択します。
[Resource Role] (リソースロール) および [Role] (ロール) のリストで、割り当てる AWS Data Pipeline
のロールを選択してから、[Save] (保存) を選択します。

AWS Data Pipeline でのログ記録とモニタリング
AWS Data Pipeline は AWS CloudTrail という、AWS Data Pipeline の ユーザーやロール、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と統合しています。CloudTrail は、AWS
Data Pipeline のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出し
には、AWS Data Pipeline コンソールの呼び出しと、AWS Data Pipeline 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、AWS Data Pipeline のイベントなど、Amazon 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 証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
で収集した情報を使用して、AWS Data Pipeline に対して行ったリクエスト、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。
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。

AWS Data PipelineCloudTrail での 情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。AWS Data Pipeline でアク
ティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) で AWS のその他のサー
ビスのイベントと共に CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表
示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を
参照してください。
AWS のイベントなど、AWS Data Pipeline 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。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトで
は、コンソールで作成した追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWS パーティショ
ンのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイル
を配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づく対
応するためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、以下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
ログには、CloudTrail によってすべての AWS Data Pipeline アクションが記録されます。これらのアク
ションについては、AWS Data Pipeline API リファレンスのアクションの章を参照してください。例え
ば、CreatePipeline アクションを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
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。同一性情報は以下
の判断に役立ちます:
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• 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、ロールとフェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報で行われたか。
• リクエストが、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

AWS Data Pipeline ログファイルエントリの概要
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できま
す。CloudTrailのログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソース
からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
メータなどの情報が含まれます。CloudTrail・ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられた
スタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
CreatePipeline オペレーションを示す CloudTrail ログエントリの例は、次のとおりです。

}

{
"Records": [
{
"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "Root",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::user-account-id:root",
"accountId": "user-account-id",
"accessKeyId": "user-access-key"
},
"eventTime": "2014-11-13T19:15:15Z",
"eventSource": "datapipeline.amazonaws.com",
"eventName": "CreatePipeline",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "72.21.196.64",
"userAgent": "aws-cli/1.5.2 Python/2.7.5 Darwin/13.4.0",
"requestParameters": {
"name": "testpipeline",
"uniqueId": "sounique"
},
"responseElements": {
"pipelineId": "df-06372391ZG65EXAMPLE"
},
"requestID": "65cbf1e8-6b69-11e4-8816-cfcbadd04c45",
"eventID": "9f99dce0-0864-49a0-bffa-f72287197758",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "user-account-id"
},
...additional entries
]

AWS Data Pipeline のインシデントへの対応
AWS Data Pipeline のインシデントへの対応は、AWS の責任事項です。AWS には、インシデントへの対
応を管理する正式な文書化されたポリシーとプログラムがあります。
広範な影響を与える AWS の運用上の問題は AWS Service Health Dashboard に投稿されます。運用上の問
題は Personal Health Dashboard を介して個々のアカウントにも投稿されます。
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AWS Data Pipeline のコンプライアンス検証
AWS Data Pipeline は AWS コンプライアンスプログラムの対象範囲ではありません。特定のコンプライア
ンスプログラムの範囲内の AWS の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対象範
囲内の AWS 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 Data Pipeline での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立・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 Global Infrastructure] (グローバル
インフラストラクチャ) を参照してください。

AWS Data Pipeline 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として、AWS Data Pipelineによって保護されているAWSで説明されているグロー
バルネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペー
パー。
AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Data Pipeline 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。
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。

AWS Data Pipeline での設定と脆弱性の分析
設定および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細については、AWS 責任共有モデ
ルを参照してください。
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チュートリアル
以下のチュートリアルは、AWS Data Pipeline でパイプラインを作成して使用する処理について順を追っ
て説明しています。
チュートリアル
• Hadoop ストリーミングで Amazon EMR を使用したデータの処理 (p. 90)
• AWS Data Pipeline を使用した DynamoDB データのインポートとエクスポート (p. 98)
• AWS Data Pipeline を使用した Amazon S3 バケット間での CSV データのコピー (p. 108)
• AWS Data Pipeline を使用した Amazon S3 への MySQL データのエクスポート (p. 118)
• AWS Data Pipeline を使用した Amazon Redshift へのデータのコピー (p. 129)

Hadoop ストリーミングで Amazon EMR を使用し
たデータの処理
Amazon EMR クラスターは、AWS Data Pipeline を使用して管理できます。AWS Data Pipeline では、ク
ラスターが起動される前に満たされている必要がある前提条件 (例えば、当日のデータが Amazon S3 に
アップロード済みであることの確認)、繰り返し実行されるクラスターのスケジュール、および使用するク
ラスター設定を指定できます。以下のチュートリアルでは、簡単なクラスターの起動について順を追って
説明します。
このチュートリアルでは、Amazon EMR によって提供される既存の Hadoop ストリーミングジョブを実
行し、タスクが正常に完了したときに Amazon SNS 通知を送信する、シンプルな Amazon EMR クラス
ターのパイプラインを作成します。AWS Data Pipeline によってこのタスク用に提供されている Amazon
EMR クラスターリソースを使用します。サンプルアプリケーションは、WordCount と呼ばれ、Amazon
EMR コンソールから手動で実行することもできます。AWS Data Pipeline によって生成されたクラスター
は、Amazon EMR コンソールに表示され、AWS アカウントに課金されます。
パイプラインオブジェクト
このパイプラインでは以下のオブジェクトを使用します。
EmrActivity (p. 184)
パイプラインで実行する作業を定義します (Amazon EMR で提供される既存の Hadoop ストリーミン
グジョブを実行します)。
EmrCluster (p. 245)
AWS Data Pipeline がこのアクティビティの実行に使用するリソース。
クラスターとは、一連の Amazon EC2 インスタンスです。AWS Data Pipeline は、自動的にクラス
ターを起動し、タスクが終了したらクラスターを終了します。
スケジュール (p. 301)
このアクティビティの開始日、時刻、および期間。オプションで終了日時を指定できます。
SnsAlarm (p. 298)
タスクが正常に終了した後、指定したトピックに Amazon SNS 通知を送信します。
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内容
• 開始する前に (p. 91)
• AWS Data Pipeline コンソールを使用したクラスターの起動 (p. 91)
• コマンドラインを使用してクラスターを起動する (p. 95)

開始する前に
次の手順を完了したことを確認してください。
• AWS Data Pipeline のセットアップ (p. 16) の各タスクを実行します。
• （オプション）クラスター用の VPC をセットアップし、この VPC 用のセキュリティグループをセット
アップします。詳細については、「VPC に対するパイプラインのリソースの起動 (p. 59)」を参照してく
ださい。
• E メール通知を送信するためのトピックを作成し、トピックの Amazon リソースネーム（ARN）をメモ
しておきます。詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドの「トピックの作成」
を参照してください。

AWS Data Pipeline コンソールを使用したクラスター
の起動
ウェブログの分析や科学データの分析を実行できるように、クラスターを起動するためのパイプラインを
作成できます。
タスク
• パイプラインの作成 (p. 91)
• パイプラインの保存と検証 (p. 93)
• パイプラインのアクティブ化 (p. 94)
• パイプライン実行の監視 (p. 94)
• （オプション）パイプラインの削除 (p. 94)

パイプラインの作成
最初に、パイプラインを作成します。

パイプラインを作成するには
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

表示される最初の画面は、現在のリージョンにパイプラインを作成しているかどうかによって異なり
ます。
a.

このリージョンにパイプラインを作成していない場合は、コンソールに初期画面が表示されま
す。[Get started now] を選択します。

b.

このリージョンにパイプラインを既に作成している場合、コンソールには、リージョンのパイプ
ラインを一覧表示するページが表示されます。[Create new pipeline (新しいパイプラインの作成)]
を選択します。

3.

[Name] (名前) に、パイプラインの名前を入力します。

4.

(オプション) [Description] (説明) に、パイプラインの説明を入力します。

5.

[Source] で、[Build using Architect] を選択します。
API バージョン 2012-10-29
91

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
コンソールを使用する

6.

[Schedule] (スケジュール) で、[on pipeline activation] (パイプラインのアクティブ化時) を選択しま
す。

7.

[Pipeline Configuration] (パイプラインの設定)で、ログ記録を有効のままにします。[S3 location for
logs] (S3 ログの場所) の下のフォルダーアイコンを選択します。いずれかのバケットまたはフォル
ダーを選択して、[Select] (選択) を選択します。
必要に応じて、代わりにログ記録を無効にすることができます。

8.

[Security/Access] (セキュリティ/アクセス) で、[IAM roles] (IAM ロール) が [Default] (デフォルト) に設
定されたままにします。

9.

[Edit in Architect] をクリックします。

次に、パイプライン定義にアクティビティを追加します。このアクティビティを実行するために AWS
Data Pipeline で使用する必要のある他のオブジェクトも定義します。

アクティビティを設定するには
1.

[Add activity] をクリックします。

2.

[Activities] ペインで、以下のように入力します。
a.

[Name] フィールドに、アクティビティの名前（例: MyEMRActivity）を入力します。

b.

[Type] から、[EmrActivity] を選択します。

c.

[Step] に、次のように入力します。
command-runner.jar,hadoop-streaming,-files,s3://elasticmapreduce/samples/
wordcount/wordSplitter.py,-mapper,wordSplitter.py,-reducer,aggregate,-input,s3://
elasticmapreduce/samples/wordcount/input,-output,s3://YourBucket/output-qa/
#{@scheduledStartTime}

d.

[Add an optional field] で、[Runs On] を選択します。値を [] に指定します。新規作成:
EmrCluster。

e.

[Add an optional field] で、[On Success] を選択します。値を [] に指定します。新規作成: アク
ション。

次に、AWS Data Pipeline で Amazon EMR ジョブの実行に使用されるリソースを設定します。

リソースを設定するには
1.

右のペインで [Resources] を選択します。
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2.

[Name] (名前) フィールドに、Amazon EMR クラスターの名前 (例: MyEMRCluster) を入力します。

3.

[Type] は [EmrCluster] に設定されたままにしておきます。

4.

[EC2-VPC] (オプション) [Add an optional field] から、[Subnet Id] を選択します。値をサブネットの ID
に設定します。

5.

(オプション) [Add an optional field] から、[Enable Debugging] を選択します。値を true に設定しま
す。

Note
このオプションを選択すると、ログのデータストレージのために追加コストが発生する場合
があります。このオプションは、プロトタイプの作成やトラブルシューティングのために選
択的に使用します。
6.

(オプション) 右側のペインで、[Others] を選択します。[Default] で、[Add an optional field] から、
[Pipeline Log Uri] を選択します。Amazon EMR ログの Amazon S3 バケットに値を設定します。例え
ば、s3://examples-bucket/emrlogs です。

Note
このオプションを選択すると、ログのファイルストレージのために追加コストが発生する場
合があります。このオプションは、プロトタイプの作成やトラブルシューティングのために
選択的に使用します。
次に、Amazon EMR ジョブが正常に完了した後で AWS Data Pipeline が実行する Amazon SNS 通知アク
ションを設定します。

通知アクションを設定するには
1.

右のペインで [Others] をクリックします。

2.

[DefaultAction1] で、次の操作を行います。
a.

通知の名前（例: MyEMRJobNotice）を入力します。

b.

[Type] から、[SnsAlarm] を選択します。

c.

[Subject] フィールドに、通知の件名を入力します。

d.

[トピック ARN] フィールドに、トピックの ARN を入力します (「トピックの作成」を参照)。

e.

[Message] に、メッセージの内容を入力します。

f.

[Role] は、デフォルト値のままにしておきます。

パイプラインの保存と検証
パイプライン定義は、作成プロセス中の任意の時点で保存できます。パイプライン定義を保存するとすぐ
に、AWS Data Pipeline はパイプライン定義で構文エラーや欠落している値がないか検索します。パイプ
ラインが不完全または正しくない場合は、AWS Data Pipeline によって検証エラーおよび警告が生成され
ます。警告メッセージは情報提供のみですが、パイプラインをアクティブ化する前にすべてのエラーメッ
セージを修正する必要があります。

パイプラインを保存および検証するには
1.

[Save pipeline] を選択します。

2.

AWS Data Pipeline はパイプライン定義を検証し、成功、エラー、または警告のメッセージを返し
ます。エラーメッセージが表示された場合は、[Close] (閉じる) を選択します。次に、右のペイン
で、[Errors/Warnings] (エラー/警告) を選択します。

3.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインには、検証に失敗したオブジェクトが一覧表示されます。オブ
ジェクト名の横にあるプラス (+) 記号を選択し、赤色のエラーメッセージを探します。
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4.

エラーメッセージがあったら、エラーがある特定のオブジェクトペインに移動してエラーを修正しま
す。例えば、DataNodes オブジェクトにエラーメッセージがある場合、DataNodes ペインに移動し、
エラーを修正します。

5.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインにリストされているエラーを修正した後で、[Save Pipeline] (パ
イプラインの保存) を選択します。

6.

パイプラインが正常に検証されるまで、このプロセスを繰り返します。

パイプラインのアクティブ化
パイプラインをアクティブ化して、実行の作成と処理を開始します。パイプラインは、パイプライン定義
のスケジュールと期間に基づいて開始されます。

Important
アクティブ化が成功すると、パイプラインは実行中になるため、利用料金が発生する可能性があ
ります。詳細については、AWS Data Pipeline 料金表を参照してください。AWS Data Pipeline の
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。

パイプラインをアクティブ化するには
1.

[Activate] を選択します。

2.

確認のダイアログボックスで [Close] (閉じる) を選択します。

パイプライン実行の監視
パイプラインをアクティブ化すると、パイプラインの進捗状況をモニタリングできる [Execution details]
ページに移動します。

パイプライン実行の進捗状況をモニタリングするには
1.

[Update] (更新) をクリックするか F5 キーを押して、ステータスの表示を更新します。

Tip
実行が表示されない場合は、パイプラインのスケジュールされた開始日時と終了日時が [Start
(in UTC)] (開始 (UTC)) から [End (in UTC]) (終了 (UTC)) までの期間に含まれていることを確
認し、[Update] (更新) を選択します。
2.

パイプラインのすべてのオブジェクトのステータスが FINISHED であれば、スケジュールされたタス
クは正常に完了しています。SNS 通知を作成した場合、このタスクの正常な完了に関するメールが届
きます。

3.

パイプラインが正常に完了していない場合は、問題に関するパイプラインの設定を確認してくださ
い。インスタンスがパイプラインの実行に失敗した場合または実行を完了できなかった場合のトラブ
ルシューティングに関する詳細については、「一般的な問題を解決する (p. 325)」を参照してくださ
い。

（オプション）パイプラインの削除
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。パイプラインを削除すると、パイプライン定義
および関連するすべてのオブジェクトが削除されます。

パイプラインを削除するには
1.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、パイプラインを選択します。
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2.

[Actions] (アクション) をクリックしてから、[Delete] (削除) を選択します。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

コマンドラインを使用してクラスターを起動する
Amazon EMR クラスターを定期的に実行してウェブログの分析や科学データの分析を実行している場
合、AWS Data Pipeline を使用して Amazon EMR クラスターを管理できます。AWS Data Pipeline では、
クラスターが起動される前に満たされている必要がある前提条件 (例えば、当日のデータが Amazon S3
にアップロード済みであることの確認) を指定できます。このチュートリアルでは、シンプルな Amazon
EMR ベースのパイプラインまたはより複雑なパイプラインの一部のモデルとなる、クラスターの起動につ
いて順を追って説明します。

前提条件
CLI を使用するには、事前に次のステップを完了しておく必要があります。
1.

コマンドラインインターフェイス (CLI) をインストールして設定します。詳細については、「AWS
Data Pipeline へのアクセス (p. 4)」を参照してください。

2.

DataPipelineDefaultRole と DataPipelineDefaultResourceRole という名前の IAM ロールが存在してい
ることを確認します。AWS Data Pipeline コンソールにより、自動的にこれらのロールが作成されま
す。AWS Data Pipeline コンソールをまだ 1 回も使用したことがない場合、これらのロールを手動で
作成する必要があります。詳細については、「AWS Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)」を参照して
ください。

タスク
• パイプライン定義ファイルの作成 (p. 95)
• パイプライン定義のアップロードとアクティブ化 (p. 96)
• パイプライン実行の監視 (p. 97)

パイプライン定義ファイルの作成
次のコードは、Amazon EMR で提供される既存の Hadoop ストリーミングジョブを実行する、単
純な Amazon EMR クラスターのパイプライン定義ファイルです。このサンプルアプリケーション
は、WordCount と呼ばれ、Amazon EMR コンソールを使用して実行することもできます。
このコードをテキストファイルにコピーし、MyEmrPipelineDefinition.json として保存しま
す。Amazon S3 バケットの場所は、所有している Amazon S3 バケットの名前に置き換える必要が
あります。また、開始日および終了日も置き換える必要があります。クラスターをすぐに起動するに
は、[startDateTime] を過去の任意の日付に設定し、[endDateTime] を将来の任意の日付に設定しま
す。AWS Data Pipeline は、未処理の作業として認識された項目を解決するために、"期限が過ぎた" クラ
スターの起動を直ちに開始します。このバックフィリングは、AWS Data Pipeline が最初のクラスターを
起動するまで 1 時間待つ必要がないことを意味します。
{

"objects": [
{
"id": "Hourly",
"type": "Schedule",
"startDateTime": "2012-11-19T07:48:00",
"endDateTime": "2012-11-21T07:48:00",
"period": "1 hours"
},
{
"id": "MyCluster",
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"type": "EmrCluster",
"masterInstanceType": "m1.small",
"schedule": {
"ref": "Hourly"
}
},
{
"id": "MyEmrActivity",
"type": "EmrActivity",
"schedule": {
"ref": "Hourly"
},
"runsOn": {
"ref": "MyCluster"
},
"step": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar,-input,s3n://
elasticmapreduce/samples/wordcount/input,-output,s3://myawsbucket/wordcount/output/
#{@scheduledStartTime},-mapper,s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py,reducer,aggregate"
}
]
}

このパイプラインには 3 個のオブジェクトがあります。
• Hourly。作業のスケジュールを表します。アクティビティのフィールドの 1 つとしてスケジュールを
設定できます。スケジュールを設定すると、アクティビティはそのスケジュールに従って（この例では
1 時間ごとに）実行されます。
• MyCluster。クラスターの実行に使用される一連の Amazon EC2 インスタンスを表します。クラス
ターとして実行する EC2 インスタンスのサイズと数を指定できます。インスタンスの数を指定しなかっ
た場合、クラスターはマスターノードとタスクノードの 2 つを使用して起動されます。クラスターを起
動するサブネットも指定できます。Amazon EMR で提供された AMI に追加ソフトウェアをロードする
ブートストラップアクションなど、クラスターに追加設定を追加できます。
• MyEmrActivity。クラスタで処理する計算を表します。Amazon EMR では、ストリーミング、カス
ケード、スクリプト化された Hive など、複数のタイプのクラスターがサポートされています。runsOn
フィールドは MyCluster を参照し、それをクラスターの基盤の指定として使用します。

パイプライン定義のアップロードとアクティブ化
パイプライン定義をアップロードし、パイプラインをアクティブ化する必要があります。以下のコマンド
例では、pipeline_name をパイプラインのラベルに置き換え、pipeline_file をパイプライン定義
.json ファイルの完全修飾パスに置き換えます。
AWS CLI
パイプライン定義を作成してパイプラインをアクティブ化するには、以下の create-pipeline コマンドを使
用します。パイプラインの ID をメモします。この値は、ほとんどの CLI コマンドで使用するからです。
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
"pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE"
}

パイプライン定義を更新するには、以下の put-pipeline-definition コマンドを使用します。
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --pipelinedefinition file://MyEmrPipelineDefinition.json

API バージョン 2012-10-29
96

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
CLI の使用

パイプラインが正常に検証された場合、validationErrors フィールドは空です。警告を確認する必要
があります。
パイプラインをアクティブ化するには、以下の activate-pipeline コマンドを使用します。
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

以下の list-pipelines コマンドを使用して、パイプラインリストにパイプラインが表示されていることを確
認できます。
aws datapipeline list-pipelines

パイプライン実行の監視
Amazon EMR コンソールを使用して、AWS Data Pipeline によって起動されたクラスターを表示できま
す。また、Amazon S3 コンソールを使用して、出力フォルダを表示できます。

AWS Data Pipeline によって起動されたクラスターの進捗状況を確認するには
1.

Amazon EMR コンソールを開きます。

2.

AWS Data Pipeline によって生成されたクラスターの名前は、<pipeline-identifier>_@<emrcluster-name>_<launch-time> のような形式になります。

3.

いずれかの実行が完了した後、Amazon S3 コンソールを開いて、タイムスタンプ付きの出力フォル
ダーがあり、クラスターの結果が予想したとおり含まれていることを確認します。
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AWS Data Pipeline を使用した DynamoDB データ
のインポートとエクスポート
以下のチュートリアルでは、AWS Data Pipeline を使用して、スキーマレスのデータを Amazon
DynamoDB との間で双方向に移動する方法を示します。第 2 部に進む前に、第 1 部を完了してください。
チュートリアル
• 第 1 部: DynamoDB へのデータのインポート (p. 98)
• 第 2 部: DynamoDB からのデータのエクスポート (p. 103)

第 1 部: DynamoDB へのデータのインポート
このチュートリアルの第 1 部では、AWS Data Pipeline を定義する方法について説明します。これは
Amazon S3 内のタブ区切りファイルからデータを取得して DynamoDB テーブルに入力する、変換ステッ
プを定義する、および Amazon EMR クラスターを作成して作業を実行するという処理を行います。
タスク
• 開始する前に (p. 98)
• ステップ 1: パイプラインの作成 (p. 100)
• ステップ 2: パイプラインの保存と検証 (p. 101)
• ステップ 3: パイプラインのアクティブ化 (p. 102)
• ステップ 4: パイプライン実行の監視 (p. 102)
• ステップ 5: データインポートの検証 (p. 102)
• ステップ 6: パイプラインの削除 (オプション) (p. 103)

開始する前に
必ず次のステップを完了してください。
• AWS Data Pipeline のセットアップ (p. 16) の各タスクを実行します。
• （オプション）クラスター用の VPC をセットアップし、この VPC 用のセキュリティグループをセット
アップします。詳細については、「VPC に対するパイプラインのリソースの起動 (p. 59)」を参照してく
ださい。
• トピックを作成し、パイプラインコンポーネントのステータスに関する、AWS Data Pipeline からの通
知をサブスクライブします。詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドの「ト
ピックの作成」を参照してください。
• データを格納するための DynamoDB テーブルを作成します。詳細については、「DynamoDB テーブル
の作成 (p. 99)」を参照してください。
以下の点に注意してください。
基盤となるサービスのコスト
コストに注意してください。AWS Data Pipeline は、お客様に代わってインポート/エクスポートの
プロセスを管理しますが、使用された基盤となる AWS のサービスに対して料金が発生します。イン
ポートパイプラインとエクスポートパイプラインでは、データを読み書きするための Amazon EMR
クラスターが作成され、クラスター内の各ノードでインスタンスごとの料金が発生します。Amazon
EMR の料金の詳細をご覧ください。デフォルトのクラスター構成は、1 つの m1.small インスタン
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スマスターノードと 1 つの m1.xlarge インスタンスタスクノードですが、パイプライン定義でこの
構成を変更できます。また、AWS Data Pipeline の料金も発生します。詳細については、AWS Data
Pipeline の料金および Amazon S3 の料金を参照してください。
インポートでデータが上書きされることがある
Amazon S3 からデータをインポートすると、インポートによって DynamoDB テーブルの項目が上書
きされることがあります。正しいデータを適切なテーブルにインポートしていることを確認してくだ
さい。同じデータを複数回インポートする反復的なインポートパイプラインを誤って設定しないよう
に注意してください。
エクスポートでデータが上書きされることがある
Amazon S3 にデータをエクスポートするときに、同じバケットパスに書き込むと、以前のエクスポー
トが上書きされることがあります。[Export DynamoDB to S3] (S3 への DynamoDB のエクスポート)
テンプレートのデフォルトの動作では、ジョブのスケジュール時刻が Amazon S3 バケットパスに追
加されます。これにより、この問題を回避できます。
ジョブはスループットキャパシティーを消費する
インポートジョブとエクスポートジョブは、DynamoDB テーブルのプロビジョニングされたスルー
プットキャパシティーの一部を消費します。このセクションでは、Amazon EMR を使用してイン
ポートジョブまたはエクスポートジョブをスケジュールする方法について説明します。Amazon
EMR クラスターは、エクスポート時に読み込みキャパシティー、インポート時に書き込みキャ
パシティーを消費します。インポート/エクスポートジョブが消費するプロビジョニングされた
キャパシティーの割合は、設定 MyImportJob.myDynamoDBWriteThroughputRatio および
MyExportJob.myDynamoDBReadThroughputRatio を使用して制御できます。これらの設定は、
インポート/エクスポートプロセスの開始時に消費するキャパシティーを決定し、プロセスの途中で
テーブルのプロビジョニングされたキャパシティーを変更した場合にリアルタイムでは適用されない
ことに注意してください。
オンデマンドのキャパシティーは EMR 5.24.0 以降でのみ機能します
オンデマンドのキャパシティー用に設定された DynamoDB テーブルは、Amazon EMR リリース
バージョン 5.24.0 以降を使用している場合にのみサポートされます。テンプレートを使用して
DynamoDB のパイプラインを作成する場合は、[Edit in Architect] (アーキテクトで編集する) を選択し
てから [Resources] (リソース) を選択し、AWS Data Pipeline がプロビジョニングする Amazon EMR
クラスターを設定します。[Release label] (リリースラベル) で、emr-5.24.0 以降を選択します。

DynamoDB テーブルの作成
このチュートリアルに必要な DynamoDB テーブルを作成できます。既に DynamoDB テーブルがある場合
は、テーブルを作成するこの手順をスキップできます。
詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの DynamoDB でのテーブルとデータの操作を
参照してください。

DynamoDB テーブルを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/dynamodb/ で DynamoDB コンソールを開きます。

2.

[テーブルの作成] をクリックします。

3.

[Table Name] に、テーブルの一意な名前を入力します。

4.

左プライマリキー: パーティションキー[] フィールドに [] (文字列を入力します)Id。

5.

[Continue] をクリックして、オプションの [Add Indexes] ページをスキップします。

6.

[Provisioned Throughput Capacity] ページで、以下の操作を行います。サンプルデータが小さいため、
これらの値も小さくなっています。独自のデータに必要なサイズの計算の詳細については、Amazon
DynamoDB デベロッパーガイドのAmazon DynamoDB のプロビジョニングされたスループットを参
照してください。
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a.

[Read Capacity Units] に、「5」を入力します。

b.

[Write Capacity Units] に、「5」と入力します。

c.

[次へ] をクリックします。

7.

[Create Table / Throughput Alarms] ページの [Send notification to] フィールドに、E メールアドレスを
入力して、[Continue] をクリックします。

8.

[Review] ページで、[Create ] をクリックします。

ステップ 1: パイプラインの作成
最初に、パイプラインを作成します。

パイプラインを作成するには
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

表示される最初の画面は、現在のリージョンにパイプラインを作成しているかどうかによって異なり
ます。
a.

このリージョンにパイプラインを作成していない場合は、コンソールに初期画面が表示されま
す。[Get started now] を選択します。

b.

このリージョンにパイプラインを既に作成している場合、コンソールには、リージョンのパイプ
ラインを一覧表示するページが表示されます。[Create new pipeline (新しいパイプラインの作成)]
を選択します。

3.

[Name] (名前) に、パイプラインの名前を入力します。

4.

(オプション) [Description] (説明) に、パイプラインの説明を入力します。

5.

を使用する場合送信元[] を選択してテンプレートを使用したビルドをクリックし、次のテンプレート
を選択します。S3 からの DynamoDB バックアップデータのインポート。

6.

[Parameters] (パラメータ) で、[Input S3 folder] (入力 S3 フォルダ) をサンプルデータソース
ProductCatalog.txt を含むディレクトリである s3://elasticmapreduce/samples/Store/
ProductCatalog に設定し、[DynamoDB table name] (DynamoDB テーブル名) をテーブル名に設定
します。

7.

[Schedule] (スケジュール) で、[on pipeline activation] (パイプラインのアクティブ化時) を選択しま
す。

8.

[Pipeline Configuration] (パイプラインの設定)で、ログ記録を有効のままにします。[S3 location for
logs] (S3 ログの場所) の下のフォルダーアイコンを選択します。いずれかのバケットまたはフォル
ダーを選択して、[Select] (選択) を選択します。
必要に応じて、代わりにログ記録を無効にすることができます。

9.

[Security/Access] (セキュリティ/アクセス) で、[IAM roles] (IAM ロール) が [Default] (デフォルト) に設
定されたままにします。

10. [Edit in Architect] をクリックします。
次に、アクティビティの結果に応じて AWS Data Pipeline で実行する Amazon SNS 通知アクションを設定
します。

Success と Failure のアクションを設定するには
1.

右ペインで [Activities] をクリックします。

2.

[Add an optional field] から、[On Success] を選択します。

3.

新たに追加されたから成功について[] を選択して新規作成: アクション。
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4.

[Add an optional field] から、[On Fail] を選択します。

5.

新たに追加されたからFail[] を選択して新規作成: アクション。

6.

右のペインで [Others] をクリックします。

7.

DefaultAction1 について、次の操作を行います。

8.

a.

名前を「SuccessSnsAlarm」に変更します。

b.

[Type] から、SnsAlarm を選択します。

c.

[Topic Arn] (トピック ARN) に、作成した Amazon SNS トピックの ARN を入力します (Amazon
SNS 用の ARN リソース名を参照)。

d.

件名とメッセージを入力します。

DefaultAction2 について、次の操作を行います。
a.

名前を「FailureSnsAlarm」に変更します。

b.

[Type] から、SnsAlarm を選択します。

c.

[Topic Arn] (トピック ARN) に、作成したトピックの ARN を入力します (Amazon SNS 用の ARN
リソース名を参照)。

d.

件名とメッセージを入力します。

ステップ 2: パイプラインの保存と検証
Important
パイプラインで 6.x シリーズの Amazon EMR リリースバージョンを使用している場合は、ブー
トストラップアクションを追加して、次の Jar ファイルを Hadoop クラスパスにコピーする必
要があります。MyRegionはAWSパイプラインが実行されるリージョン: s3://dynamodbdpl-MyRegion/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodb-tools-4.14.0jar-with-dependencies.jar。 詳細については、「」を参照してください。Amazon EMR
6.1.0 リリースと Hadoop 3.x の Jar の依存関係 (p. 246)。
さらに、name が TableLoadActivity である EmrActivity の step フィールドで最初の
引数を s3://dynamodb-dpl-MyRegion/emr-ddb-storage-handler/4.11.0/emrdynamodb-tools-4.11.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar から s3://
dynamodb-dpl-MyRegion/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodbtools-4.14.0-jar-with-dependencies.jar に変更する必要があります。
パイプライン定義は、作成プロセス中の任意の時点で保存できます。パイプライン定義を保存するとすぐ
に、AWS Data Pipeline はパイプライン定義で構文エラーや欠落している値がないか検索します。パイプ
ラインが不完全または正しくない場合は、AWS Data Pipeline によって検証エラーおよび警告が生成され
ます。警告メッセージは情報提供のみですが、パイプラインをアクティブ化する前にすべてのエラーメッ
セージを修正する必要があります。

パイプラインを保存および検証するには
1.

[Save pipeline] を選択します。

2.

AWS Data Pipeline はパイプライン定義を検証し、成功、エラー、または警告のメッセージを返し
ます。エラーメッセージが表示された場合は、[Close] (閉じる) を選択します。次に、右のペイン
で、[Errors/Warnings] (エラー/警告) を選択します。

3.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインには、検証に失敗したオブジェクトが一覧表示されます。オブ
ジェクト名の横にあるプラス (+) 記号を選択し、赤色のエラーメッセージを探します。

4.

エラーメッセージがあったら、エラーがある特定のオブジェクトペインに移動してエラーを修正しま
す。例えば、DataNodes オブジェクトにエラーメッセージがある場合、DataNodes ペインに移動し、
エラーを修正します。

5.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインにリストされているエラーを修正した後で、[Save Pipeline] (パ
イプラインの保存) を選択します。
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6.

パイプラインが正常に検証されるまで、このプロセスを繰り返します。

ステップ 3: パイプラインのアクティブ化
パイプラインをアクティブ化して、実行の作成と処理を開始します。パイプラインは、パイプライン定義
のスケジュールと期間に基づいて開始されます。

Important
アクティブ化が成功すると、パイプラインは実行中になるため、利用料金が発生する可能性があ
ります。詳細については、AWS Data Pipeline 料金表を参照してください。AWS Data Pipeline の
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。

パイプラインをアクティブ化するには
1.

[Activate] を選択します。

2.

確認のダイアログボックスで [Close] (閉じる) を選択します。

ステップ 4: パイプライン実行の監視
パイプラインをアクティブ化すると、パイプラインの進捗状況をモニタリングできる [Execution details]
ページに移動します。

パイプライン実行の進捗状況をモニタリングするには
1.

[Update] (更新) をクリックするか F5 キーを押して、ステータスの表示を更新します。

Tip
実行が表示されない場合は、パイプラインのスケジュールされた開始日時と終了日時が [Start
(in UTC)] (開始 (UTC)) から [End (in UTC]) (終了 (UTC)) までの期間に含まれていることを確
認し、[Update] (更新) を選択します。
2.

パイプラインのすべてのオブジェクトのステータスが FINISHED であれば、スケジュールされたタス
クは正常に完了しています。SNS 通知を作成した場合、このタスクの正常な完了に関するメールが届
きます。

3.

パイプラインが正常に完了していない場合は、問題に関するパイプラインの設定を確認してくださ
い。インスタンスがパイプラインの実行に失敗した場合または実行を完了できなかった場合のトラブ
ルシューティングに関する詳細については、「一般的な問題を解決する (p. 325)」を参照してくださ
い。

ステップ 5: データインポートの検証
次に、DynamoDB コンソールを使用してテーブル内のデータを調べて、データのインポートが正常に行わ
れたことを確認します。

DynamoDB テーブルを確認するには
1.

DynamoDB コンソールを開きます。

2.

[Tables] (テーブル) 画面で、使用する DynamoDB テーブルをクリックし、[Explore Table] (テーブル
の確認) をクリックします。

3.

次の画面に示されているように、[Browse Items] タブに、Id、Price、ProductCategory など、データ
入力ファイルに対応する列が表示されます。これはファイルから DynamoDB テーブルへのインポー
ト操作が正常に行われたことを示します。
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ステップ 6: パイプラインの削除 (オプション)
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。パイプラインを削除すると、パイプライン定義
および関連するすべてのオブジェクトが削除されます。

パイプラインを削除するには
1.
2.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、パイプラインを選択します。
[Actions] (アクション) をクリックしてから、[Delete] (削除) を選択します。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

第 2 部: DynamoDB からのデータのエクスポート
これは、AWS の複数の機能を組み合わせて、実際の問題を、スケーラブルな方法で解決する手順を一般的
なシナリオで説明する 2 部構成のチュートリアルの第 2 部です。このシナリオでは、AWS Data Pipeline
を使用し、DynamoDB との間でスキーマレスのデータを双方向に移動します。
タスク
• 開始する前に (p. 103)
• ステップ 1: パイプラインの作成 (p. 104)
• ステップ 2: パイプラインの保存と検証 (p. 106)
• ステップ 3: パイプラインのアクティブ化 (p. 107)
• ステップ 4: パイプライン実行の監視 (p. 107)
• ステップ 5: データエクスポートファイルの検証 (p. 108)
• ステップ 6: パイプラインの削除 (オプション) (p. 108)

開始する前に
このセクションの手順を実行するのに必要なデータが DynamoDB テーブルに含まれるようにするため
に、このチュートリアルの第 1 部を完了する必要があります。詳細については、「第 1 部: DynamoDB へ
のデータのインポート (p. 98)」を参照してください。
さらに、次の手順を完了していることを確認してください。
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• AWS Data Pipeline のセットアップ (p. 16) の各タスクを実行します。
• トピックを作成し、パイプラインコンポーネントのステータスに関する、AWS Data Pipeline からの通
知をサブスクライブします。詳細については、Amazon SNS 入門ガイドのトピックの作成を参照してく
ださい。
• このチュートリアルの第 1 部で、DynamoDB テーブルが作成され、データが入力されていることを確認
します。このテーブルは、チュートリアルの第 2 部のデータソースです。詳細については、「第 1 部:
DynamoDB へのデータのインポート (p. 98)」を参照してください。
以下の点に注意してください。
基盤となるサービスのコスト
コストに注意してください。AWS Data Pipeline は、お客様に代わってインポート/エクスポートの
プロセスを管理しますが、使用された基盤となる AWS のサービスに対して料金が発生します。イン
ポートパイプラインとエクスポートパイプラインでは、データを読み書きするための Amazon EMR
クラスターが作成され、クラスター内の各ノードでインスタンスごとの料金が発生します。Amazon
EMR の料金の詳細をご覧ください。デフォルトのクラスター構成は、1 つの m1.small インスタン
スマスターノードと 1 つの m1.xlarge インスタンスタスクノードですが、パイプライン定義でこの
構成を変更できます。また、AWS Data Pipeline の料金も発生します。詳細については、AWS Data
Pipeline の料金および Amazon S3 の料金を参照してください。
インポートでデータが上書きされることがある
Amazon S3 からデータをインポートすると、インポートによって DynamoDB テーブルの項目が上書
きされることがあります。正しいデータを適切なテーブルにインポートしていることを確認してくだ
さい。同じデータを複数回インポートする反復的なインポートパイプラインを誤って設定しないよう
に注意してください。
エクスポートでデータが上書きされることがある
Amazon S3 にデータをエクスポートするときに、同じバケットパスに書き込むと、以前のエクスポー
トが上書きされることがあります。[Export DynamoDB to S3] (S3 への DynamoDB のエクスポート)
テンプレートのデフォルトの動作では、ジョブのスケジュール時刻が Amazon S3 バケットパスに追
加されます。これにより、この問題を回避できます。
ジョブはスループットキャパシティーを消費する
インポートジョブとエクスポートジョブは、DynamoDB テーブルのプロビジョニングされたスルー
プットキャパシティーの一部を消費します。このセクションでは、Amazon EMR を使用してイン
ポートジョブまたはエクスポートジョブをスケジュールする方法について説明します。Amazon
EMR クラスターは、エクスポート時に読み込みキャパシティー、インポート時に書き込みキャ
パシティーを消費します。インポート/エクスポートジョブが消費するプロビジョニングされた
キャパシティーの割合は、設定 MyImportJob.myDynamoDBWriteThroughputRatio および
MyExportJob.myDynamoDBReadThroughputRatio を使用して制御できます。これらの設定は、
インポート/エクスポートプロセスの開始時に消費するキャパシティーを決定し、プロセスの途中で
テーブルのプロビジョニングされたキャパシティーを変更した場合にリアルタイムでは適用されない
ことに注意してください。
オンデマンドのキャパシティーは EMR 5.24.0 以降でのみ機能します
オンデマンドのキャパシティー用に設定された DynamoDB テーブルは、Amazon EMR リリース
バージョン 5.24.0 以降を使用している場合にのみサポートされます。テンプレートを使用して
DynamoDB のパイプラインを作成する場合は、[Edit in Architect] (アーキテクトで編集する) を選択し
てから [Resources] (リソース) を選択し、AWS Data Pipeline がプロビジョニングする Amazon EMR
クラスターを設定します。[Release label] (リリースラベル) で、emr-5.24.0 以降を選択します。

ステップ 1: パイプラインの作成
最初に、パイプラインを作成します。
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パイプラインを作成するには
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

表示される最初の画面は、現在のリージョンにパイプラインを作成しているかどうかによって異なり
ます。
a.

このリージョンにパイプラインを作成していない場合は、コンソールに初期画面が表示されま
す。[Get started now] を選択します。

b.

このリージョンにパイプラインを既に作成している場合、コンソールには、リージョンのパイプ
ラインを一覧表示するページが表示されます。[Create new pipeline (新しいパイプラインの作成)]
を選択します。

3.

[Name] (名前) に、パイプラインの名前を入力します。

4.

(オプション) [Description] (説明) に、パイプラインの説明を入力します。

5.

を使用する場合送信元[] を選択してテンプレートを使用したビルドをクリックし、次のテンプレート
を選択します。[Export DynamoDB Table to S3]。

6.

[Parameters] で、[DynamoDB table name] にテーブルの名前を設定します。[Output S3 folder] (出
力 S3 フォルダ) の横のフォルダアイコンをクリックし、いずれかの Amazon S3 バケットを選択し
て、[Select] (選択) をクリックします。

7.

[Schedule] (スケジュール) で、[on pipeline activation] (パイプラインのアクティブ化時) を選択しま
す。

8.

[Pipeline Configuration] (パイプラインの設定)で、ログ記録を有効のままにします。[S3 location for
logs] (S3 ログの場所) の下のフォルダーアイコンを選択します。いずれかのバケットまたはフォル
ダーを選択して、[Select] (選択) を選択します。
必要に応じて、代わりにログ記録を無効にすることができます。

9.

[Security/Access] (セキュリティ/アクセス) で、[IAM roles] (IAM ロール) が [Default] (デフォルト) に設
定されたままにします。

10. [Edit in Architect] をクリックします。
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次に、アクティビティの結果に応じて AWS Data Pipeline で実行する Amazon SNS 通知アクションを設定
します。

成功、失敗、および遅延の通知アクションを設定するには
1.
2.

右ペインで [Activities] をクリックします。
[Add an optional field] から、[On Success] を選択します。

3.
4.

新たに追加されたから成功について[] を選択して新規作成: アクション。
[Add an optional field] から、[On Fail] を選択します。

5.
6.

新たに追加されたからFail[] を選択して新規作成: アクション。
[Add an optional field] から、[On Late Action] を選択します。

7.

新たに追加されたから遅延アクション時[] を選択して新規作成: アクション。

8.

右のペインで [Others] をクリックします。

9.

DefaultAction1 について、次の操作を行います。
a.

名前を「SuccessSnsAlarm」に変更します。

b.
c.

[Type] から、SnsAlarm を選択します。
[Topic Arn] に、作成したトピックの ARN を入力します。Amazon SNS 用の ARN リソース名を
参照してください。

d.

件名とメッセージを入力します。

10. DefaultAction2 について、次の操作を行います。
a.

名前を「FailureSnsAlarm」に変更します。

b.

[Type] から、SnsAlarm を選択します。

c.

[Topic Arn] (トピック ARN) に、作成したトピックの ARN を入力します (Amazon SNS 用の ARN
リソース名を参照)。

d. 件名とメッセージを入力します。
11. DefaultAction3 について、次の操作を行います。
a.

名前を「LateSnsAlarm」に変更します。

b.

[Type] から、SnsAlarm を選択します。
[Topic Arn] (トピック ARN) に、作成したトピックの ARN を入力します (Amazon SNS 用の ARN
リソース名を参照)。
件名とメッセージを入力します。

c.
d.

ステップ 2: パイプラインの保存と検証
Important
パイプラインで 6.x シリーズの Amazon EMR リリースバージョンを使用している場合は、ブー
トストラップアクションを追加して、次の Jar ファイルを Hadoop クラスパスにコピーする必
要があります。MyRegionはAWSパイプラインが実行されるリージョン: s3://dynamodbdpl-MyRegion/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodb-tools-4.14.0jar-with-dependencies.jar。 詳細については、「」を参照してください。Amazon EMR
6.1.0 リリースと Hadoop 3.x の Jar の依存関係 (p. 246)。
さらに、name が TableBackupActivity である EmrActivity の step フィールドで最
初の引数を s3://dynamodb-dpl-MyRegion/emr-ddb-storage-handler/4.11.0/
emr-dynamodb-tools-4.11.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar から s3://
dynamodb-dpl-MyRegion/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodbtools-4.14.0-jar-with-dependencies.jar に変更する必要があります。
パイプライン定義は、作成プロセス中の任意の時点で保存できます。パイプライン定義を保存するとすぐ
に、AWS Data Pipeline はパイプライン定義で構文エラーや欠落している値がないか検索します。パイプ
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ラインが不完全または正しくない場合は、AWS Data Pipeline によって検証エラーおよび警告が生成され
ます。警告メッセージは情報提供のみですが、パイプラインをアクティブ化する前にすべてのエラーメッ
セージを修正する必要があります。

パイプラインを保存および検証するには
1.

[Save pipeline] を選択します。

2.

AWS Data Pipeline はパイプライン定義を検証し、成功、エラー、または警告のメッセージを返し
ます。エラーメッセージが表示された場合は、[Close] (閉じる) を選択します。次に、右のペイン
で、[Errors/Warnings] (エラー/警告) を選択します。

3.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインには、検証に失敗したオブジェクトが一覧表示されます。オブ
ジェクト名の横にあるプラス (+) 記号を選択し、赤色のエラーメッセージを探します。

4.

エラーメッセージがあったら、エラーがある特定のオブジェクトペインに移動してエラーを修正しま
す。例えば、DataNodes オブジェクトにエラーメッセージがある場合、DataNodes ペインに移動し、
エラーを修正します。

5.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインにリストされているエラーを修正した後で、[Save Pipeline] (パ
イプラインの保存) を選択します。

6.

パイプラインが正常に検証されるまで、このプロセスを繰り返します。

ステップ 3: パイプラインのアクティブ化
パイプラインをアクティブ化して、実行の作成と処理を開始します。パイプラインは、パイプライン定義
のスケジュールと期間に基づいて開始されます。

Important
アクティブ化が成功すると、パイプラインは実行中になるため、利用料金が発生する可能性があ
ります。詳細については、AWS Data Pipeline 料金表を参照してください。AWS Data Pipeline の
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。

パイプラインをアクティブ化するには
1.
2.

[Activate] を選択します。
確認のダイアログボックスで [Close] (閉じる) を選択します。

ステップ 4: パイプライン実行の監視
パイプラインをアクティブ化すると、パイプラインの進捗状況をモニタリングできる [Execution details]
ページに移動します。

パイプライン実行の進捗状況をモニタリングするには
1.

[Update] (更新) をクリックするか F5 キーを押して、ステータスの表示を更新します。

Tip
実行が表示されない場合は、パイプラインのスケジュールされた開始日時と終了日時が [Start
(in UTC)] (開始 (UTC)) から [End (in UTC]) (終了 (UTC)) までの期間に含まれていることを確
認し、[Update] (更新) を選択します。
2.

3.

パイプラインのすべてのオブジェクトのステータスが FINISHED であれば、スケジュールされたタス
クは正常に完了しています。SNS 通知を作成した場合、このタスクの正常な完了に関するメールが届
きます。
パイプラインが正常に完了していない場合は、問題に関するパイプラインの設定を確認してくださ
い。インスタンスがパイプラインの実行に失敗した場合または実行を完了できなかった場合のトラブ
ルシューティングに関する詳細については、「一般的な問題を解決する (p. 325)」を参照してくださ
い。
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ステップ 5: データエクスポートファイルの検証
次に、出力ファイルの内容を表示して、データのエクスポートが正常に行われたことを確認します。

エクスポートファイルの内容を表示するには
1.

Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

[Buckets] (バケット) ペインで、ファイル出力を格納している Amazon S3 バケット (例のパイプラ
インで使用している出力パスは s3://mybucket/output/MyTable) をクリックし、任意のテキ
ストエディターで出力ファイルを開きます。出力ファイル名は、ae10f955-fb2f-4790-9b11fbfea01a871e_000000 のように識別子の値で、拡張子はありません。
任意のテキストエディタを使って出力ファイルの内容を表示し、DynamoDB ソーステーブルに
対応するデータファイルがあることを確認します。このテキストファイルが存在している場合
は、DynamoDB から出力ファイルへのエクスポート操作が正常に行われたことを示します。

3.

ステップ 6: パイプラインの削除 (オプション)
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。パイプラインを削除すると、パイプライン定義
および関連するすべてのオブジェクトが削除されます。

パイプラインを削除するには
1.
2.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、パイプラインを選択します。
[Actions] (アクション) をクリックしてから、[Delete] (削除) を選択します。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

AWS Data Pipeline を使用した Amazon S3 バケッ
ト間での CSV データのコピー
「AWS Data Pipeline の概要 (p. 1)」を読み、AWS Data Pipeline を使用してデータの移動と変換を自動化
することを決定したら、データパイプラインの作成を開始します。AWS Data Pipeline での処理の意味を
理解しやすくするために、単純なタスクを使って手順を説明します。
このチュートリアルでは、Amazon S3 バケット間でデータをコピーし、コピーアクティビティが正常に完
了した後、Amazon SNS 通知を送信するデータパイプラインを作成するプロセスについて順を追って説明
します。このコピーアクティビティでは、AWS Data Pipeline によって管理される EC2 インスタンスを使
用します。
パイプラインオブジェクト
このパイプラインでは以下のオブジェクトを使用します。
CopyActivity (p. 179)
このパイプラインのために AWS Data Pipeline が実行するアクティビティ (Amazon S3 バケット間で
の CSV データのコピー)。

Important
CopyActivity および S3DataNode での CSV ファイル形式の使用には、制限事項がありま
す。詳細については、「CopyActivity (p. 179)」を参照してください。
スケジュール (p. 301)
このアクティビティの開始日、時刻、および繰り返し。オプションで終了日時を指定できます。
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Ec2Resource (p. 238)
このアクティビティを実行するために AWS Data Pipeline が使用するリソース（EC2 インスタン
ス）。
S3DataNode (p. 169)
このパイプラインの入力ノードと出力ノード (Amazon S3 バケット)。
SnsAlarm (p. 298)
指定された条件が満たされたときに AWS Data Pipeline が実行する必要があるアクション (タスクが
正常に終了した後、トピックに Amazon SNS 通知を送信する)。
内容
• 開始する前に (p. 109)
• AWS Data Pipeline コンソールを使用した CSV データのコピー (p. 109)
• コマンドラインを使用して CSV データをコピーする (p. 113)

開始する前に
次の手順を完了したことを確認してください。
• AWS Data Pipeline のセットアップ (p. 16) の各タスクを実行します。
• （オプション）インスタンス用の VPC をセットアップし、この VPC 用のセキュリティグループをセッ
トアップします。詳細については、「VPC に対するパイプラインのリソースの起動 (p. 59)」を参照して
ください。
• データソースとして Amazon S3 バケットを作成します。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットの作成」を参照してく
ださい。
• データを Amazon S3 バケットにアップロードします。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのバケットへのオブジェクトの追
加を参照してください。
• データターゲットとして別の Amazon S3 バケットを作成します。
• E メール通知を送信するためのトピックを作成し、トピックの Amazon リソースネーム（ARN）をメモ
しておきます。詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドの「トピックの作成」
を参照してください。
• （オプション）このチュートリアルでは、AWS Data Pipeline によって作成されたデフォルトの IAM
ロールポリシーを使用します。独自の IAM ロールポリシーと信頼関係を作成して設定する場合は、AWS
Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)で説明されている手順に従います。

AWS Data Pipeline コンソールを使用した CSV デー
タのコピー
パイプラインを作成し、これを使用して、Amazon S3 バケット間でデータをコピーできます。
タスク
• パイプラインの作成 (p. 110)
• パイプラインの保存と検証 (p. 112)
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• パイプラインのアクティブ化 (p. 113)
• パイプライン実行の監視 (p. 113)
• （オプション）パイプラインの削除 (p. 113)

パイプラインの作成
最初に、パイプラインを作成します。

パイプラインを作成するには
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

表示される最初の画面は、現在のリージョンにパイプラインを作成しているかどうかによって異なり
ます。
a.

このリージョンにパイプラインを作成していない場合は、コンソールに初期画面が表示されま
す。[Get started now] を選択します。

b.

このリージョンにパイプラインを既に作成している場合、コンソールには、リージョンのパイプ
ラインを一覧表示するページが表示されます。[Create new pipeline (新しいパイプラインの作成)]
を選択します。

3.

[Name] (名前) に、パイプラインの名前を入力します。

4.

(オプション) [Description] (説明) に、パイプラインの説明を入力します。

5.

[Source] で、[Build using Architect] を選択します。

6.

[Schedule] (スケジュール) で、[on pipeline activation] (パイプラインのアクティブ化時) を選択しま
す。

7.

[Pipeline Configuration] (パイプラインの設定)で、ログ記録を有効のままにします。[S3 location for
logs] (S3 ログの場所) の下のフォルダーアイコンを選択します。いずれかのバケットまたはフォル
ダーを選択して、[Select] (選択) を選択します。
必要に応じて、代わりにログ記録を無効にすることができます。

8.

[Security/Access] (セキュリティ/アクセス) で、[IAM roles] (IAM ロール) が [Default] (デフォルト) に設
定されたままにします。

9.

[Edit in Architect] をクリックします。

次に、パイプライン定義で Activity オブジェクトを定義します。Activity オブジェクトを定義すると
きに、このアクティビティを実行するために AWS Data Pipeline で使用する必要があるオブジェクトも定
義します。

パイプラインのアクティビティを設定するには
1.

[Add activity] をクリックします。

2.

[Activities] ペインで、以下のように入力します。
a.

[Name] フィールドに、アクティビティの名前（例: copy-myS3-data）を入力します。

b.

[Type] から、[CopyActivity] を選択します。

c.

送信元出力で新規作成: DataNode。

d.

送信元Scheduleで新規作成: Schedule。

e.

送信元Inputで新規作成: DataNode。

f.

[Add an optional field] から、[Runs On] を選択します。

g.

新たに追加されたから[実行]で新規作成: リソース。

h.

[Add an optional field] から、[On Success] を選択します。

i.

新たに追加されたから成功についてで新規作成: アクション。
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3.

左側のペインで、アイコンをドラッグしてアイコンの間隔を空けます。これは、パイプラインを図で
示したものです。矢印は、オブジェクト間の接続を示します。

次に、パイプラインの入出力データノードを設定します。

パイプラインの入出力データノードを設定するには
1.

右ペインで [DataNodes] をクリックします。

2.

データソースを表す DefaultDataNode1 について、次の操作を行います。

3.

a.

入力ノードの名前（例: MyS3Input）を入力します。

b.

[Type] から、[S3DataNode] を選択します。

c.

[Schedule] から、スケジュール（例: copy-S3data-schedule）を選択します。

d.

[Add an optional field] から、[File Path] を選択します。

e.

[File Path] (ファイルパス) フィールドに、データソースを指定する Amazon S3 内のパスを入力し
ます。

データターゲットを表す DefaultDataNode2 について、次の操作を行います。
a.

出力ノードの名前（例: MyS3Output）を入力します。

b.

[Type] から、[S3DataNode] を選択します。

c.

[Schedule] から、スケジュール（例: copy-S3data-schedule）を選択します。

d.

[Add an optional field] から、[File Path] を選択します。
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e.

[File Path] (ファイルパス) フィールドに、データターゲットを指定する Amazon S3 内のパスを入
力します。

次に、AWS Data Pipeline がコピーアクティビティの実行に使用する必要があるリソースを設定します。

リソースを設定するには
1.

右のペインで [Resources] をクリックします。

2.

リソースの名前（例:CopyDataInstance）を入力します。
[Type] から、[Ec2Resource] を選択します。

3.
4.
5.

[Schedule] から、スケジュール（例: copy-S3data-schedule）を選択します。
[Resource Role] および [Role] は、デフォルト値のままにしておきます。
独自の IAM ロールを作成済みであれば、そのロールを必要に応じて選択できます。

次に、コピーアクティビティが正常に完了した後で AWS Data Pipeline が実行する Amazon SNS 通知アク
ションを設定します。

通知アクションを設定するには
1.
2.

右のペインで [Others] をクリックします。
[DefaultAction1] で、次の操作を行います。
a.

通知の名前（例: CopyDataNotice）を入力します。

b.
c.
d.

[Type] から、[SnsAlarm] を選択します。
[Subject] フィールドに、通知の件名を入力します。
[Topic Arn] フィールドに、トピックの ARN を入力します。

e.
f.

[Message] フィールドに、メッセージの内容を入力します。
[Role] フィールドは、デフォルト値のままにしておきます。

パイプラインの保存と検証
パイプライン定義は、作成プロセス中の任意の時点で保存できます。パイプライン定義を保存するとすぐ
に、AWS Data Pipeline はパイプライン定義で構文エラーや欠落している値がないか検索します。パイプ
ラインが不完全または正しくない場合は、AWS Data Pipeline によって検証エラーおよび警告が生成され
ます。警告メッセージは情報提供のみですが、パイプラインをアクティブ化する前にすべてのエラーメッ
セージを修正する必要があります。

パイプラインを保存および検証するには
1.
2.
3.

[Save pipeline] を選択します。
AWS Data Pipeline はパイプライン定義を検証し、成功、エラー、または警告のメッセージを返し
ます。エラーメッセージが表示された場合は、[Close] (閉じる) を選択します。次に、右のペイン
で、[Errors/Warnings] (エラー/警告) を選択します。
[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインには、検証に失敗したオブジェクトが一覧表示されます。オブ
ジェクト名の横にあるプラス (+) 記号を選択し、赤色のエラーメッセージを探します。

4.

エラーメッセージがあったら、エラーがある特定のオブジェクトペインに移動してエラーを修正しま
す。例えば、DataNodes オブジェクトにエラーメッセージがある場合、DataNodes ペインに移動し、
エラーを修正します。

5.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインにリストされているエラーを修正した後で、[Save Pipeline] (パ
イプラインの保存) を選択します。
パイプラインが正常に検証されるまで、このプロセスを繰り返します。

6.
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パイプラインのアクティブ化
パイプラインをアクティブ化して、実行の作成と処理を開始します。パイプラインは、パイプライン定義
のスケジュールと期間に基づいて開始されます。

Important
アクティブ化が成功すると、パイプラインは実行中になるため、利用料金が発生する可能性があ
ります。詳細については、AWS Data Pipeline 料金表を参照してください。AWS Data Pipeline の
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。

パイプラインをアクティブ化するには
1.

[Activate] を選択します。

2.

確認のダイアログボックスで [Close] (閉じる) を選択します。

パイプライン実行の監視
パイプラインをアクティブ化すると、パイプラインの進捗状況をモニタリングできる [Execution details]
ページに移動します。

パイプライン実行の進捗状況をモニタリングするには
1.

[Update] (更新) をクリックするか F5 キーを押して、ステータスの表示を更新します。

Tip
実行が表示されない場合は、パイプラインのスケジュールされた開始日時と終了日時が [Start
(in UTC)] (開始 (UTC)) から [End (in UTC]) (終了 (UTC)) までの期間に含まれていることを確
認し、[Update] (更新) を選択します。
2.

パイプラインのすべてのオブジェクトのステータスが FINISHED であれば、スケジュールされたタス
クは正常に完了しています。SNS 通知を作成した場合、このタスクの正常な完了に関するメールが届
きます。

3.

パイプラインが正常に完了していない場合は、問題に関するパイプラインの設定を確認してくださ
い。インスタンスがパイプラインの実行に失敗した場合または実行を完了できなかった場合のトラブ
ルシューティングに関する詳細については、「一般的な問題を解決する (p. 325)」を参照してくださ
い。

（オプション）パイプラインの削除
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。パイプラインを削除すると、パイプライン定義
および関連するすべてのオブジェクトが削除されます。

パイプラインを削除するには
1.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、パイプラインを選択します。

2.

[Actions] (アクション) をクリックしてから、[Delete] (削除) を選択します。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

コマンドラインを使用して CSV データをコピーする
パイプラインを作成し、これを使用して、Amazon S3 バケット間でデータをコピーできます。
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前提条件
開始する前に、次のステップを完了しておく必要があります。
1.

コマンドラインインターフェイス (CLI) をインストールして設定します。詳細については、「AWS
Data Pipeline へのアクセス (p. 4)」を参照してください。

2.

DataPipelineDefaultRole と DataPipelineDefaultResourceRole という名前の IAM ロールが存在してい
ることを確認します。AWS Data Pipeline コンソールにより、自動的にこれらのロールが作成されま
す。AWS Data Pipeline コンソールをまだ 1 回も使用したことがない場合、これらのロールを手動で
作成する必要があります。詳細については、「AWS Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)」を参照して
ください。

タスク
• JSON 形式でパイプラインを定義する (p. 114)
• パイプライン定義をアップロードし、アクティブ化する (p. 118)

JSON 形式でパイプラインを定義する
この例のシナリオでは、JSON パイプライン定義と AWS Data Pipeline CLI を使用して、2 つの Amazon
S3 バケット間でデータを特定の間隔でコピーするようにスケジュールする方法を説明します。これは、完
全なパイプライン定義の JSON ファイルであり、その後に各セクションの説明を示します。

Note
JSON 形式のファイルの構文を検証できるテキストエディタを使用し、.json ファイル拡張子を使
用してファイルに名前を付けることをお勧めします。
この例では、わかりやすくするために、オプションフィールドを省略し、必須フィールドのみを示してい
ます。この例の完全なパイプラインの JSON ファイルは次のようになります。
{

"objects": [
{
"id": "MySchedule",
"type": "Schedule",
"startDateTime": "2013-08-18T00:00:00",
"endDateTime": "2013-08-19T00:00:00",
"period": "1 day"
},
{
"id": "S3Input",
"type": "S3DataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"filePath": "s3://example-bucket/source/inputfile.csv"
},
{
"id": "S3Output",
"type": "S3DataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"filePath": "s3://example-bucket/destination/outputfile.csv"
},
{
"id": "MyEC2Resource",
"type": "Ec2Resource",
"schedule": {
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]

}

"ref": "MySchedule"
},
"instanceType": "m1.medium",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
{
"id": "MyCopyActivity",
"type": "CopyActivity",
"runsOn": {
"ref": "MyEC2Resource"
},
"input": {
"ref": "S3Input"
},
"output": {
"ref": "S3Output"
},
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
}
}

スケジュール
パイプラインでは、このパイプラインのアクティビティを実行する頻度を決定する期間と共に、開始日と
終了日を持つスケジュールを定義します。
{

"id": "MySchedule",
"type": "Schedule",
"startDateTime": "2013-08-18T00:00:00",
"endDateTime": "2013-08-19T00:00:00",
"period": "1 day"

},

Amazon S3 データノード
次に、入力 S3DataNode パイプラインコンポーネントによって、入力ファイルの場所を定義します。この
例では、Amazon S3 バケットの場所です。入力 S3DataNode コンポーネントは、次のフィールドで定義
されます。
{

"id": "S3Input",
"type": "S3DataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"filePath": "s3://example-bucket/source/inputfile.csv"

},

ID
入力場所のユーザー定義名（参照字にのみ使用されるラベル）。
[Type] (タイプ)
パイプラインコンポーネントの型。Amazon S3 バケット内のデータが存在する場所と一致する
"S3DataNode" です。
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スケジュール
JSON ファイルの先行部分で作成したスケジュールコンポーネント "MySchedule" 参照します。
Path
データノードに関連付けられたデータへのパス。データノードの構文はそのタイプによって決まりま
す。例えば、Amazon S3 パスの構文は、データベーステーブルに適した構文とは別の構文に従いま
す。
次に、出力 S3DataNode コンポーネントで、データの出力先の場所を定義します。これは、入力
S3DataNode コンポーネントと同じ形式に従います。ただし、コンポーネントの名前とターゲットファイ
ルを指定するパスは異なります。
{

"id": "S3Output",
"type": "S3DataNode",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"filePath": "s3://example-bucket/destination/outputfile.csv"

},

リソース
これは、コピー操作を実行するコンピューティングリソースの定義です。この例では、AWS Data Pipeline
は、コピータスクを実行するための EC2 インスタンスを自動的に作成し、コピータスクが完了するとリ
ソースを終了します。ここで定義されているフィールドが、作業を行う EC2 インスタンスの作成と機能を
制御します。EC2Resource は、次のフィールドで定義されます。
{

"id": "MyEC2Resource",
"type": "Ec2Resource",
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
},
"instanceType": "m1.medium",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"

},

ID
パイプラインスケジュールのユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
[Type] (タイプ)
作業を実行するコンピューティングリソースの種類。この例では、 EC2 インスタンス。EmrCluster
タイプなど、その他のリソースタイプも使用できます。
スケジュール
このコンピューティングリソースを作成するスケジュール。
instanceType
作成する EC2 インスタンスのサイズ。AWS Data Pipeline で実行する作業の負荷に最適な EC2 イン
スタンスのサイズを設定します。ここでは、m1.medium の EC2 インスタンスを設定します。さまざ
まなインスタンスタイプとそれぞれの用途の詳細については、Amazon EC2 インスタンスタイプに関
するトピック (http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/) を参照してください。
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ロール
リソースにアクセスするアカウントの IAM ロール (データを取得するための Amazon S3 バケットへ
のアクセスなど)。
resourceRole
リソースを作成するアカウントの IAM ロール（お客様に代わって EC2 インスタンスを作成および設
定するなど）。Role と ResourceRole は同じロールにすることもできますが、個別に設定することに
よって、セキュリティ設定での詳細度が向上します。

アクティビティ
この JSON ファイルの最後のセクションは、実行する作業を表すアクティビティの定義です。この例で
は、CopyActivity を使用して、http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/ のバケット間で CSV ファイ
ルのデータをコピーします。CopyActivity コンポーネントは、以下のフィールドで定義されます。
{

}

"id": "MyCopyActivity",
"type": "CopyActivity",
"runsOn": {
"ref": "MyEC2Resource"
},
"input": {
"ref": "S3Input"
},
"output": {
"ref": "S3Output"
},
"schedule": {
"ref": "MySchedule"
}

ID
アクティビティのユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
[Type] (タイプ)
MyCopyActivity など、実行するアクティビティのタイプ。
runsOn
このアクティビティが定義する作業を実行するコンピューティングリソース。この例では、先に定
義した EC2 インスタンスへの参照を指定します。runsOn フィールドを使用すると、AWS Data
Pipeline が EC2 インスタンスを自動的に作成します。runsOn フィールドは、リソースが AWS イン
フラストラクチャに存在することを示し、一方、workerGroup 値は、独自のオンプレミスリソース
を使用して作業を実行することを示しています。
Input
コピーするデータの場所。
出力
ターゲットデータの場所。
スケジュール
このアクティビティを実行するスケジュール。
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パイプライン定義をアップロードし、アクティブ化する
パイプライン定義をアップロードし、パイプラインをアクティブ化する必要があります。以下のコマンド
例では、pipeline_name をパイプラインのラベルに置き換え、pipeline_file をパイプライン定義
.json ファイルの完全修飾パスに置き換えます。
AWS CLI
パイプライン定義を作成してパイプラインをアクティブ化するには、以下の create-pipeline コマンドを使
用します。パイプラインの ID をメモします。この値は、ほとんどの CLI コマンドで使用するからです。
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
"pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE"
}

パイプライン定義を更新するには、以下の put-pipeline-definition コマンドを使用します。
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --pipelinedefinition file://MyEmrPipelineDefinition.json

パイプラインが正常に検証された場合、validationErrors フィールドは空です。警告を確認する必要
があります。
パイプラインをアクティブ化するには、以下の activate-pipeline コマンドを使用します。
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

以下の list-pipelines コマンドを使用して、パイプラインリストにパイプラインが表示されていることを確
認できます。
aws datapipeline list-pipelines

AWS Data Pipeline を使用した Amazon S3 への
MySQL データのエクスポート
このチュートリアルでは、データパイプラインを作成して、MySQL データベースのテーブルからデータ
(行) を Amazon S3 バケットの CSV (Comma Separated Value) ファイルにコピーし、コピー作業が正常
に完了した後、Amazon SNS 通知を送信する処理について順を追って説明します。このコピーアクティビ
ティでは、AWS Data Pipeline から提供される EC2 インスタンスを使用します。
パイプラインオブジェクト
このパイプラインでは以下のオブジェクトを使用します。
• CopyActivity (p. 179)
• Ec2Resource (p. 238)
• MySqlDataNode (p. 159)
• S3DataNode (p. 169)
• SnsAlarm (p. 298)
内容
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• 開始する前に (p. 119)
• AWS Data Pipeline コンソールを使用した MySQL データのコピー (p. 120)
• コマンドラインを使用して MySQL データをコピーする (p. 123)

開始する前に
次の手順を完了したことを確認してください。
• AWS Data Pipeline のセットアップ (p. 16) の各タスクを実行します。
• （オプション）インスタンス用の VPC をセットアップし、この VPC 用のセキュリティグループをセッ
トアップします。詳細については、「VPC に対するパイプラインのリソースの起動 (p. 59)」を参照して
ください。
• データ出力として Amazon S3 バケットを作成します。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのバケットの作成を参照してくださ
い。
• データソースとして MySQL データベースインスタンスを作成し起動します。
詳細については、Amazon RDS 入門ガイドの Launch a DB Instance を参照してください。Amazon
RDS インスタンスを起動したら、MySQL のドキュメントのテーブルの作成を参照してください。

Note
MySQL インスタンスの作成時に使用したユーザー名とパスワードを書き留めてくださ
い。MySQL データベースインスタンスを起動した後、インスタンスのエンドポイントを書き留
めてください。この情報は後で必要になります。
• MySQL データベースインスタンスに接続し、テーブルを作成して、新しく作成したテーブルにテスト
データの値を追加します。
実例として、このチュートリアルでは、以下の設定およびサンプルデータの MySQL テーブルを使用し
ています。次の画面は、MySQL Workbench 5.2 CE のものです。

詳細については、MySQL ドキュメントの「テーブルの作成」と、MySQL Workbench 製品ページを参照
してください。
• E メール通知を送信するためのトピックを作成し、トピックの Amazon リソースネーム（ARN）をメモ
しておきます。詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドのトピックの作成を参
照してください。
• （オプション）このチュートリアルでは、AWS Data Pipeline によって作成されたデフォルトの IAM
ロールポリシーを使用します。代わりに IAM ロールポリシーと信頼関係を作成して設定する場合
は、AWS Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)で説明されている手順に従います。
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AWS Data Pipeline コンソールを使用した MySQL
データのコピー
MySQL のテーブルから Amazon S3 バケットのファイルにデータをコピーするパイプラインを作成するこ
とができます。
タスク
• パイプラインの作成 (p. 120)
• パイプラインの保存と検証 (p. 121)
• パイプライン定義の確認 (p. 122)
• パイプラインのアクティブ化 (p. 122)
• パイプライン実行の監視 (p. 122)
• （オプション）パイプラインの削除 (p. 123)

パイプラインの作成
最初に、パイプラインを作成します。パイプラインは、ターゲット RDS インスタンスと同じリージョン
で作成する必要があります。

パイプラインを作成するには
1.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。

2.

表示される最初の画面は、現在のリージョンにパイプラインを作成しているかどうかによって異なり
ます。
a.

このリージョンにパイプラインを作成していない場合は、コンソールに初期画面が表示されま
す。[Get started now] を選択します。

b.

このリージョンにパイプラインを既に作成している場合、コンソールには、リージョンのパイプ
ラインを一覧表示するページが表示されます。[Create new pipeline (新しいパイプラインの作成)]
を選択します。

3.

[Name] (名前) に、パイプラインの名前を入力します。

4.

(オプション) [Description] (説明) に、パイプラインの説明を入力します。

5.

を使用する場合送信元を選択し、テンプレートを使用したビルドをクリックし、次のテンプレートを
選択します。S3 への RDS MySQL テーブルのフルコピー。

6.

テンプレートを選択すると開く [Parameters] セクションで、次の操作を行います。
a.

[DBInstance ID] に、Aurora クラスターからデータをコピーするために使用する Aurora DB イン
スタンスの DB インスタンス名を入力します。
DB インスタンスのエンドポイントの詳細を見つけるには、Amazon RDS ユーザーガイ
ドのMySQL データベースエンジンを実行している DB インスタンスへの接続を参照してくださ
い。

7.

b.

[RDS MySQL username] に、MySQL データベースインスタンスの作成時に使用したユーザー名
を入力します。

c.

[RDS MySQL password] フィールドに、DB インスタンスの作成時に使用したパスワードを入力
します。

d.

[EC2 instance type] フィールドに、EC2 インスタンスのインスタンスタイプを入力します。

e.

[Output S3 folder] の横のフォルダーアイコンをクリックし、いずれかのバケットまたはフォル
ダーを選択して、[Select] をクリックします。

[Schedule] (スケジュール) で、[on pipeline activation] (パイプラインのアクティブ化時) を選択しま
す。
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8.

[Pipeline Configuration] (パイプラインの設定)で、ログ記録を有効のままにします。[S3 location for
logs] (S3 ログの場所) の下のフォルダーアイコンを選択します。いずれかのバケットまたはフォル
ダーを選択して、[Select] (選択) を選択します。
必要に応じて、代わりにログ記録を無効にすることができます。

9.

[Security/Access] (セキュリティ/アクセス) で、[IAM roles] (IAM ロール) が [Default] (デフォルト) に設
定されたままにします。

10. [Edit in Architect] をクリックします。
11. 左側のペインで、アイコンをドラッグしてアイコンの間隔を空けます。これは、パイプラインを図で
示したものです。矢印は、オブジェクト間の接続を示します。

次に、データベース名を設定します。現在、これは利用可能なテンプレートに存在しません。
1.

左ペインで、[RDSDatabase] をクリックします。

2.

右ペインの [rds_mysql] セクションで、[Add an optional field...] の [Database Name] を選択します。

3.

ターゲットデータベースの [Database Name] に入力し、オプションのフィールドを追加します。

次に、コピーアクティビティが正常に完了した後で AWS Data Pipeline が実行する Amazon SNS 通知アク
ションを設定できます。

Amazon SNS 通知アクションを設定するには
1.

右ペインで [Activities] をクリックします。

2.

[Add an optional field] から、[On Success] を選択します。

3.

新たに追加されたから成功についてを選択し、新規作成: アクション。

4.

右のペインで [Others] をクリックします。

5.

[DefaultAction1] で、次の操作を行います。
a.

通知の名前（例: CopyDataNotice）を入力します。

b.

[Type] から、[SnsAlarm] を選択します。

c.

[Message] フィールドに、メッセージの内容を入力します。

d.

[Subject] フィールドに、通知の件名を入力します。

e.

[Topic Arn] フィールドに、トピックの ARN を入力します。

f.

[Role] フィールドは、デフォルト値のままにしておきます。

パイプラインの保存と検証
パイプライン定義は、作成プロセス中の任意の時点で保存できます。パイプライン定義を保存するとすぐ
に、AWS Data Pipeline はパイプライン定義で構文エラーや欠落している値がないか検索します。パイプ
ラインが不完全または正しくない場合は、AWS Data Pipeline によって検証エラーおよび警告が生成され
ます。警告メッセージは情報提供のみですが、パイプラインをアクティブ化する前にすべてのエラーメッ
セージを修正する必要があります。

パイプラインを保存および検証するには
1.

[Save pipeline] を選択します。
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2.
3.
4.

AWS Data Pipeline はパイプライン定義を検証し、成功、エラー、または警告のメッセージを返し
ます。エラーメッセージが表示された場合は、[Close] (閉じる) を選択します。次に、右のペイン
で、[Errors/Warnings] (エラー/警告) を選択します。
[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインには、検証に失敗したオブジェクトが一覧表示されます。オブ
ジェクト名の横にあるプラス (+) 記号を選択し、赤色のエラーメッセージを探します。
エラーメッセージがあったら、エラーがある特定のオブジェクトペインに移動してエラーを修正しま
す。例えば、DataNodes オブジェクトにエラーメッセージがある場合、DataNodes ペインに移動し、
エラーを修正します。

5.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインにリストされているエラーを修正した後で、[Save Pipeline] (パ
イプラインの保存) を選択します。

6.

パイプラインが正常に検証されるまで、このプロセスを繰り返します。

パイプライン定義の確認
パイプラインをアクティブ化する前に、定義からパイプラインが正しく初期化されていることを確認する
ことが重要です。

パイプライン定義を確認するには
1.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、新しく作成したパイプラインを探します。
AWS Data Pipeline によって、パイプライン定義に対して一意の [Pipeline ID] (パイプライン ID) が作
成されています。
パイプラインを一覧表示している行の [Schedule State] (スケジュールの状態) 列に、PENDING と表示
されています。

2.

パイプラインの横にある三角形のアイコンを選択します。下のパイプラインの概要ペインには、パイ
プライン実行の詳細が表示されます。パイプラインがまだアクティブ化されていないため、実行の詳
細は表示されません。ただし、パイプライン定義の設定が表示されます。

パイプラインのアクティブ化
パイプラインをアクティブ化して、実行の作成と処理を開始します。パイプラインは、パイプライン定義
のスケジュールと期間に基づいて開始されます。

Important
アクティブ化が成功すると、パイプラインは実行中になるため、利用料金が発生する可能性があ
ります。詳細については、AWS Data Pipeline 料金表を参照してください。AWS Data Pipeline の
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。

パイプラインをアクティブ化するには
1.
2.

[Activate] を選択します。
確認のダイアログボックスで [Close] (閉じる) を選択します。

パイプライン実行の監視
パイプラインをアクティブ化すると、パイプラインの進捗状況をモニタリングできる [Execution details]
ページに移動します。

パイプライン実行の進捗状況をモニタリングするには
1.

[Update] (更新) をクリックするか F5 キーを押して、ステータスの表示を更新します。
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Tip
実行が表示されない場合は、パイプラインのスケジュールされた開始日時と終了日時が [Start
(in UTC)] (開始 (UTC)) から [End (in UTC]) (終了 (UTC)) までの期間に含まれていることを確
認し、[Update] (更新) を選択します。
2.

パイプラインのすべてのオブジェクトのステータスが FINISHED であれば、スケジュールされたタス
クは正常に完了しています。SNS 通知を作成した場合、このタスクの正常な完了に関するメールが届
きます。

3.

パイプラインが正常に完了していない場合は、問題に関するパイプラインの設定を確認してくださ
い。インスタンスがパイプラインの実行に失敗した場合または実行を完了できなかった場合のトラブ
ルシューティングに関する詳細については、「一般的な問題を解決する (p. 325)」を参照してくださ
い。

（オプション）パイプラインの削除
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。パイプラインを削除すると、パイプライン定義
および関連するすべてのオブジェクトが削除されます。

パイプラインを削除するには
1.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、パイプラインを選択します。

2.

[Actions] (アクション) をクリックしてから、[Delete] (削除) を選択します。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

コマンドラインを使用して MySQL データをコピーす
る
MySQL のテーブルから Amazon S3 バケットのファイルにデータをコピーするパイプラインを作成するこ
とができます。

前提条件
開始する前に、次のステップを完了しておく必要があります。
1.

コマンドラインインターフェイス (CLI) をインストールして設定します。詳細については、「AWS
Data Pipeline へのアクセス (p. 4)」を参照してください。

2.

DataPipelineDefaultRole と DataPipelineDefaultResourceRole という名前の IAM ロールが存在してい
ることを確認します。AWS Data Pipeline コンソールにより、自動的にこれらのロールが作成されま
す。AWS Data Pipeline コンソールをまだ 1 回も使用したことがない場合、これらのロールを手動で
作成する必要があります。詳細については、「AWS Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)」を参照して
ください。

3.

Amazon S3 バケットと Amazon RDS インスタンスを設定します。詳細については、「開始する前
に (p. 119)」を参照してください。

タスク
• JSON 形式でパイプラインを定義する (p. 124)
• パイプライン定義をアップロードし、アクティブ化する (p. 129)
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JSON 形式でパイプラインを定義する
この例では、JSON パイプライン定義と AWS Data Pipeline CLI を使用して、指定した時間間隔で MySQL
データベーステーブルのデータ (行) を Amazon S3 バケットの CSV (Comma Separated Value) ファイル
にコピーする方法を示します。
これは、完全なパイプライン定義の JSON ファイルであり、その後に各セクションの説明を示します。

Note
JSON 形式のファイルの構文を検証できるテキストエディタを使用し、.json ファイル拡張子を使
用してファイルに名前を付けることをお勧めします。
{

"objects": [
{
"id": "ScheduleId113",
"startDateTime": "2013-08-26T00:00:00",
"name": "My Copy Schedule",
"type": "Schedule",
"period": "1 Days"
},
{
"id": "CopyActivityId112",
"input": {
"ref": "MySqlDataNodeId115"
},
"schedule": {
"ref": "ScheduleId113"
},
"name": "My Copy",
"runsOn": {
"ref": "Ec2ResourceId116"
},
"onSuccess": {
"ref": "ActionId1"
},
"onFail": {
"ref": "SnsAlarmId117"
},
"output": {
"ref": "S3DataNodeId114"
},
"type": "CopyActivity"
},
{
"id": "S3DataNodeId114",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId113"
},
"filePath": "s3://example-bucket/rds-output/output.csv",
"name": "My S3 Data",
"type": "S3DataNode"
},
{
"id": "MySqlDataNodeId115",
"username": "my-username",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId113"
},
"name": "My RDS Data",
"*password": "my-password",
"table": "table-name",
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"connectionString": "jdbc:mysql://your-sql-instance-name.id.regionname.rds.amazonaws.com:3306/database-name",
"selectQuery": "select * from #{table}",
"type": "SqlDataNode"
},
{
"id": "Ec2ResourceId116",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId113"
},
"name": "My EC2 Resource",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"type": "Ec2Resource",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
{
"message": "This is a success message.",
"id": "ActionId1",
"subject": "RDS to S3 copy succeeded!",
"name": "My Success Alarm",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:example-topic",
"type": "SnsAlarm"
},
{
"id": "Default",
"scheduleType": "timeseries",
"failureAndRerunMode": "CASCADE",
"name": "Default",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
{
"message": "There was a problem executing #{node.name} at for period
#{node.@scheduledStartTime} to #{node.@scheduledEndTime}",
"id": "SnsAlarmId117",
"subject": "RDS to S3 copy failed",
"name": "My Failure Alarm",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:example-topic",
"type": "SnsAlarm"
}
]
}

MySQL データノード
入力 MySqlDataNode パイプラインコンポーネントは、入力データの場所を定義します。この例で
は、Amazon RDS インスタンスです。入力 MySqlDataNode コンポーネントは、次のフィールドで定義さ
れます。
{

"id": "MySqlDataNodeId115",
"username": "my-username",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId113"
},
"name": "My RDS Data",
"*password": "my-password",
"table": "table-name",
"connectionString": "jdbc:mysql://your-sql-instance-name.id.regionname.rds.amazonaws.com:3306/database-name",
"selectQuery": "select * from #{table}",
"type": "SqlDataNode"
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},

ID
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
Username
データベーステーブルからデータを取得するのに十分なアクセス許可を持つデータベースアカウント
のユーザー名。my-username をユーザーアカウントの名前に置き換えます。
スケジュール
JSON ファイルの先行部分で作成したスケジュールコンポーネントを参照します。
[Name] (名前)
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
*Password
データベースアカウントのパスワード。先頭のアスタリスク（*）は、AWS Data Pipeline がパスワー
ド値を暗号化する必要があることを示します。my-password をユーザーアカウントの正しいパス
ワードに置き換えます。パスワードフィールド名の先頭には、特殊文字のアスタリスク（*）が付きま
す。詳細については、「特殊文字 (p. 151)」を参照してください。
テーブル
コピーするデータを含むデータベーステーブルの名前。table-name をデータベーステーブルの名前
に置き換えます。
connectionString
データベースに接続する CopyActivity オブジェクト用の JDBC 接続文字列。
selectQuery
データベーステーブルからコピーするデータを指定する有効な SQL の SELECT クエリ。#{table}
は、JSON ファイルの先行部分の table 変数によって指定されたテーブル名を再利用する式です。
[Type] (タイプ)
SqlDataNode 型。この例の場合、これは MySQL を使用する Amazon RDS インスタンスです。

Note
MySqlDataNode 型は廃止されました。現時点では MySqlDataNode も使用できます
が、SqlDataNode の使用をお勧めします。

Amazon S3 データノード
次に、S3Output パイプラインコンポーネントで出力ファイルの場所を定義します。出力ファイルは、この
例の場合、Amazon S3 バケットの場所にある CSV ファイルです。出力 S3DataNode コンポーネントは、
次のフィールドで定義されます。
{

"id": "S3DataNodeId114",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId113"
},
"filePath": "s3://example-bucket/rds-output/output.csv",
"name": "My S3 Data",
"type": "S3DataNode"
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},

ID
ユーザー定義の ID。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
スケジュール
JSON ファイルの先行部分で作成したスケジュールコンポーネントを参照します。
filePath
データノードに関連付けられているデータへのパス。この例では CSV 出力ファイルです。
[Name] (名前)
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
[Type] (タイプ)
パイプラインオブジェクトの型。Amazon S3 バケット内のデータが存在する場所と一致する
S3DataNode です。

リソース
これは、コピー操作を実行するコンピューティングリソースの定義です。この例では、AWS Data Pipeline
は、コピータスクを実行するための EC2 インスタンスを自動的に作成し、コピータスクが完了するとリ
ソースを終了します。ここで定義されているフィールドが、作業を行う EC2 インスタンスの作成と機能を
制御します。EC2Resource は、次のフィールドで定義されます。
{

"id": "Ec2ResourceId116",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId113"
},
"name": "My EC2 Resource",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"type": "Ec2Resource",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"

},

ID
ユーザー定義の ID。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
スケジュール
このコンピューティングリソースを作成するスケジュール。
[Name] (名前)
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
ロール
リソースにアクセスするアカウントの IAM ロール (データを取得するための Amazon S3 バケットへ
のアクセスなど)。
[Type] (タイプ)
作業を実行するコンピューティングリソースの種類。この例では、 EC2 インスタンス。EmrCluster
タイプなど、その他のリソースタイプも使用できます。
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resourceRole
リソースを作成するアカウントの IAM ロール（お客様に代わって EC2 インスタンスを作成および設
定するなど）。Role と ResourceRole は同じロールにすることもできますが、個別に設定することに
よって、セキュリティ設定での詳細度が向上します。

アクティビティ
この JSON ファイルの最後のセクションは、実行する作業を表すアクティビティの定義です。この例で
は、CopyActivity コンポーネントを使用して、Amazon S3 バケットのファイルから別のファイルにデータ
をコピーします。CopyActivity コンポーネントは、次のフィールドで定義されます。
{

"id": "CopyActivityId112",
"input": {
"ref": "MySqlDataNodeId115"
},
"schedule": {
"ref": "ScheduleId113"
},
"name": "My Copy",
"runsOn": {
"ref": "Ec2ResourceId116"
},
"onSuccess": {
"ref": "ActionId1"
},
"onFail": {
"ref": "SnsAlarmId117"
},
"output": {
"ref": "S3DataNodeId114"
},
"type": "CopyActivity"

},

ID
ユーザー定義の ID。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
Input
コピーする MySQL データの場所。
スケジュール
このアクティビティを実行するスケジュール。
[Name] (名前)
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
runsOn
このアクティビティが定義する作業を実行するコンピューティングリソース。この例では、先に定
義した EC2 インスタンスへの参照を指定します。runsOn フィールドを使用すると、AWS Data
Pipeline が EC2 インスタンスを自動的に作成します。runsOn フィールドは、リソースが AWS イン
フラストラクチャに存在することを示し、一方、workerGroup 値は、独自のオンプレミスリソースを
使用して作業を実行することを示しています。
onSuccess
アクティビティが正常終了した場合に送信する SnsAlarm (p. 298)。
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onFail
アクティビティが失敗した場合に送信する SnsAlarm (p. 298)。
出力
CSV 出力ファイルの Amazon S3 での場所。
[Type] (タイプ)
実行するアクティビティのタイプ。

パイプライン定義をアップロードし、アクティブ化する
パイプライン定義をアップロードし、パイプラインをアクティブ化する必要があります。以下のコマンド
例では、pipeline_name をパイプラインのラベルに置き換え、pipeline_file をパイプライン定義
.json ファイルの完全修飾パスに置き換えます。
AWS CLI
パイプライン定義を作成してパイプラインをアクティブ化するには、以下の create-pipeline コマンドを使
用します。パイプラインの ID をメモします。この値は、ほとんどの CLI コマンドで使用するからです。
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
"pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE"
}

パイプライン定義を更新するには、以下の put-pipeline-definition コマンドを使用します。
aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --pipelinedefinition file://MyEmrPipelineDefinition.json

パイプラインが正常に検証された場合、validationErrors フィールドは空です。警告を確認する必要
があります。
パイプラインをアクティブ化するには、以下の activate-pipeline コマンドを使用します。
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

以下の list-pipelines コマンドを使用して、パイプラインリストにパイプラインが表示されていることを確
認できます。
aws datapipeline list-pipelines

AWS Data Pipeline を使用した Amazon Redshift へ
のデータのコピー
このチュートリアルでは、AWS Data Pipeline コンソールで [Copy to Redshift] (Redshift へのコピー) テン
プレートを使用するか、AWS Data Pipeline CLI でパイプライン定義ファイルを使用して、Amazon S3 か
ら Amazon Redshift にデータを定期的に移動するパイプラインを作成するプロセスについて順を追って説
明します。
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Amazon S3 は、クラウドにデータを保存できるウェブサービスです。詳細については、Amazon Simple
Storage Serviceユーザーガイドを参照してください。
Amazon Redshift は、クラウド内のデータウェアハウスサービスです。詳細については、『』を参照して
ください。Amazon Redshift 管理ガイド。
このチュートリアルにはいくつかの前提条件があります。コンソールまたは CLI を使用してチュートリア
ルを続行する前に、以下のステップを完了している必要があります。
目次
• 開始する前に: COPY オプションの設定とデータの読み込み (p. 130)
• パイプラインのセットアップ、セキュリティグループの作成、および Amazon Redshift クラスターの
作成 (p. 131)
• AWS Data Pipeline コンソールを使用した Amazon Redshift へのデータのコピー (p. 132)
• コマンドラインを使用した Amazon Redshift へのデータのコピー (p. 134)

開始する前に: COPY オプションの設定とデータの読
み込み
AWS Data Pipeline 内で Amazon Redshift にデータをコピーする前に、以下の点を確認します。
• Amazon S3 からデータをロードします。
• Amazon Redshift で COPY アクティビティを設定します。
これらのオプションが機能しておりデータのロードが正常に完了したら、これらのオプションを AWS
Data Pipeline に転送して、そこでコピーを実行します。
COPY オプションについては、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「COPY」を参照してくださ
い。
Amazon S3 からデータをロードする手順については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの
Amazon S3 からデータをロードするを参照してください。
例えば、Amazon Redshift で以下の SQL コマンドを実行すると、LISTING という名前の新しいテーブル
が作成され、Amazon S3 の公開バケットからサンプルデータがコピーされます。
<iam-role-arn> およびリージョンを独自の値に置き換えます。
この例の詳細については、Amazon Redshift 入門ガイドの Amazon S3 のサンプルデータをロードするを参
照してください。
create table listing(
listid integer not null distkey,
sellerid integer not null,
eventid integer not null,
dateid smallint not null sortkey,
numtickets smallint not null,
priceperticket decimal(8,2),
totalprice decimal(8,2),
listtime timestamp);
copy listing from 's3://awssampledbuswest2/tickit/listings_pipe.txt'
credentials 'aws_iam_role=<iam-role-arn>'
delimiter '|' region 'us-west-2';
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パイプラインのセットアップ、セキュリティグループ
の作成、および Amazon Redshift クラスターの作成
チュートリアル用のセットアップを行うには
1.

AWS Data Pipeline のセットアップ (p. 16) の各タスクを完了する。

2.

セキュリティグループを作成します。

3.

a.
b.

Amazon EC2 コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[Security Groups] をクリックします。

c.

[Create Security Group] をクリックします。

d.

セキュリティグループの名前と説明を指定します。

e.

[EC2-Classic] [VPC] に No VPC を選択します。

f.

[EC2-VPC] [VPC] で、VPC の ID を選択します。

g.

[Create] (作成) をクリックします。

[EC2-Classic] Amazon Redshift クラスターセキュリティグループを作成し、Amazon EC2 セキュリ
ティグループを指定します。
a.
b.

Amazon Redshift コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[Security Groups] をクリックします。

c.
d.

[Create Cluster Security Group] をクリックします。
[Create Cluster Security Group] ダイアログボックスでクラスターセキュリティグループの名前と
説明を指定します。
新しいクラスターセキュリティグループの名前をクリックします。

e.
f.
g.
4.

[EC2-VPC] Amazon Redshift クラスターセキュリティグループを作成し、VPC セキュリティグループ
を指定します。
a.
b.

Amazon EC2 コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで、[Security Groups] をクリックします。

c.
d.

[Create Security Group] をクリックします。
[Create Security Group] ダイアログボックスで、セキュリティグループの名前と説明を指定し、
[VPC] で VPC の ID を選択します。
[Add Rule] をクリックします。[Source] で、タイプ、プロトコル、およびポート範囲を指定し、
セキュリティグループの ID を入力します。2 番目の手順で作成したセキュリティグループを選択
します。
[Create] (作成) をクリックします。

e.
f.
5.

[Add Connection Type] をクリックします。
[Add Connection Type] ダイアログボックスで、[Connection Type] から [EC2 Security Group] を
選択し、[EC2 Security Group Name] から作成したセキュリティグループを選択して, [Authorize]
をクリックします。

このステップの概要を以下に示します。
既存の Amazon Redshift クラスターがある場合は、クラスター ID を記録します。
新しいクラスターを作成してサンプルデータをロードするには、Amazon Redshift の開始方法のス
テップに従います。クラスターの作成の詳細については、以下を参照してください。クラスターの作
成()Amazon Redshift 管理ガイド。
a.
b.
c.

Amazon Redshift コンソールを開きます。
[Launch Cluster] をクリックします。
クラスターに必要な詳細を入力し、[Continue] をクリックします。
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d.

ノード設定を入力し、[Continue] をクリックします。

e.

追加の設定情報のページで、作成したクラスターセキュリティグループを選択し、[Continue] を
クリックします。
クラスターの仕様を確認してから [Launch Cluster] をクリックします。

f.

AWS Data Pipeline コンソールを使用した Amazon
Redshift へのデータのコピー
データを Amazon S3 から Amazon Redshift にコピーするパイプラインを作成できます。Amazon Redshift
に新しいテーブルを作成してから、AWS Data Pipeline を使用して、CSV 形式の入力データのサンプルが
含まれているパブリックの Amazon S3 バケットからこのテーブルにデータを転送します。ログはお客様
が所有する Amazon S3 バケットに保存されます。
Amazon S3 は、クラウドにデータを保存できるウェブサービスです。詳細については、Amazon Simple
Storage Serviceユーザーガイドを参照してください。
Amazon Redshift は、クラウド内のデータウェアハウスサービスです。詳細については、『』を参照して
ください。Amazon Redshift 管理ガイド。
前提条件
このチュートリアルを開始する前に、「開始する前に: COPY オプションの設定とデータの読み込
み (p. 130)」および「パイプラインのセットアップ、セキュリティグループの作成、および Amazon
Redshift クラスターの作成 (p. 131)」で説明されている前提条件が満たされている必要があります。
タスク
• パイプラインの作成 (p. 132)
• パイプラインの保存と検証 (p. 133)
• パイプラインのアクティブ化 (p. 133)
• パイプライン実行の監視 (p. 134)
• （オプション）パイプラインの削除 (p. 134)

パイプラインの作成
最初に、パイプラインを作成します。
このパイプラインは、構文 (p. 221) のオプションに依存しています。
これには、 コンソールで [Copy to RedshiftAWS Data Pipeline] テンプレートを使用します。このテン
プレートの詳細については、「[Load Data from Amazon S3 into Amazon Redshift] (Amazon S3 から
Amazon Redshift へのデータのロード) (p. 34)」を参照してください。

パイプラインを作成するには
1.
2.

AWS Data Pipeline コンソール (https://console.aws.amazon.com/datapipeline/) を開きます。
表示される最初の画面は、現在のリージョンにパイプラインを作成しているかどうかによって異なり
ます。
a.
b.

このリージョンにパイプラインを作成していない場合は、コンソールに初期画面が表示されま
す。[Get started now] を選択します。
このリージョンにパイプラインを既に作成している場合、コンソールには、リージョンのパイプ
ラインを一覧表示するページが表示されます。[Create new pipeline] (新しいパイプラインの作成)
を選択します。
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3.

[Name] (名前) に、パイプラインの名前を入力します。

4.

(オプション) [Description] (説明) に、パイプラインの説明を入力します。

5.

にとってソース、テンプレートを使用してビルドをクリックし、次のテンプレートを選択します。S3
から Redshift にデータをロードする。

6.

[Parameters] (パラメータ) で、Amazon S3 の入力フォルダおよび作成した Amazon Redshift データ
ベースについての情報を指定します。

7.

[Schedule] (スケジュール) で、[on pipeline activation] (パイプラインのアクティブ化時) を選択しま
す。

8.

[Pipeline Configuration] (パイプラインの設定)で、ログ記録を有効のままにします。[S3 location for
logs] (S3 ログの場所) の下のフォルダーアイコンを選択します。いずれかのバケットまたはフォル
ダーを選択して、[Select] (選択) を選択します。
必要に応じて、代わりにログ記録を無効にすることができます。

9.

[Security/Access] (セキュリティ/アクセス) で、[IAM roles] (IAM ロール) が [Default] (デフォルト) に設
定されたままにします。

10. [Activate] (アクティブにする) をクリックします。
必要に応じて、[Edit in Architect] (アーキテクトで編集する) を選択し、このパイプラインを変更でき
ます。例えば、前提条件を追加できます。

パイプラインの保存と検証
パイプライン定義は、作成プロセス中の任意の時点で保存できます。パイプライン定義を保存するとすぐ
に、AWS Data Pipeline はパイプライン定義で構文エラーや欠落している値がないか検索します。パイプ
ラインが不完全または正しくない場合は、AWS Data Pipeline によって検証エラーおよび警告が生成され
ます。警告メッセージは情報提供のみですが、パイプラインをアクティブ化する前にすべてのエラーメッ
セージを修正する必要があります。

パイプラインを保存および検証するには
1.

[Save pipeline] を選択します。

2.

AWS Data Pipeline はパイプライン定義を検証し、成功、エラー、または警告のメッセージを返し
ます。エラーメッセージが表示された場合は、[Close] (閉じる) を選択します。次に、右のペイン
で、[Errors/Warnings] (エラー/警告) を選択します。

3.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインには、検証に失敗したオブジェクトが一覧表示されます。オブ
ジェクト名の横にあるプラス (+) 記号を選択し、赤色のエラーメッセージを探します。

4.

エラーメッセージがあったら、エラーがある特定のオブジェクトペインに移動してエラーを修正
します。たとえば、以下でエラーメッセージが表示された場合DataNodesオブジェクト、に移
動DataNodesペインでエラーを修正します。

5.

[Errors/Warnings] (エラー/警告) ペインにリストされているエラーを修正した後で、[Save Pipeline] (パ
イプラインの保存) を選択します。

6.

パイプラインが正常に検証されるまで、このプロセスを繰り返します。

パイプラインのアクティブ化
パイプラインをアクティブ化して、実行の作成と処理を開始します。パイプラインは、パイプライン定義
のスケジュールと期間に基づいて開始されます。

Important
アクティブ化が成功すると、パイプラインは実行中になるため、利用料金が発生する可能性が
あります。詳細については、「AWS Data Pipeline 料金表」を参照してください。AWS Data
Pipeline の料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。
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パイプラインをアクティブ化するには
1.

[Activate] を選択します。

2.

確認のダイアログボックスで [Close] (閉じる) を選択します。

パイプライン実行の監視
パイプラインをアクティブ化すると、パイプラインの進捗状況をモニタリングできる [Execution details]
ページに移動します。

パイプライン実行の進捗状況をモニタリングするには
1.

[Update] (更新) をクリックするか F5 キーを押して、ステータスの表示を更新します。

Tip
実行が表示されない場合は、パイプラインのスケジュールされた開始日時と終了日時が [Start
(in UTC)] (開始 (UTC)) から [End (in UTC]) (終了 (UTC)) までの期間に含まれていることを確
認し、[Update] (更新) を選択します。
2.

パイプラインのすべてのオブジェクトのステータスが FINISHED であれば、スケジュールされたタス
クは正常に完了しています。SNS 通知を作成した場合、このタスクの正常な完了に関するメールが届
きます。

3.

パイプラインが正常に完了していない場合は、問題に関するパイプラインの設定を確認してくださ
い。インスタンスがパイプラインの実行に失敗した場合または実行を完了できなかった場合のトラブ
ルシューティングに関する詳細については、「一般的な問題を解決する (p. 325)」を参照してくださ
い。

（オプション）パイプラインの削除
料金の発生を停止するには、パイプラインを削除します。パイプラインを削除すると、パイプライン定義
および関連するすべてのオブジェクトが削除されます。

パイプラインを削除するには
1.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、パイプラインを選択します。

2.
3.

[Actions] (アクション) をクリックしてから、[Delete] (削除) を選択します。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

コマンドラインを使用した Amazon Redshift へのデー
タのコピー
このチュートリアルでは、データを Amazon S3 から Amazon Redshift にコピーする方法を示しま
す。Amazon Redshift に新しいテーブルを作成してから、AWS Data Pipeline を使用して、CSV 形式の入
力データのサンプルが含まれているパブリックの Amazon S3 バケットからこのテーブルにデータを転送
します。ログはお客様が所有する Amazon S3 バケットに保存されます。
Amazon S3 は、クラウドにデータを保存できるウェブサービスです。詳細については、Amazon Simple
Storage Serviceユーザーガイドを参照してください。Amazon Redshift は、クラウド内のデータウェアハ
ウスサービスです。詳細については、『』を参照してください。Amazon Redshift 管理ガイド。

前提条件
開始する前に、次のステップを完了しておく必要があります。
API バージョン 2012-10-29
134

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
CLI の使用

1.

コマンドラインインターフェイス (CLI) をインストールして設定します。詳細については、「AWS
Data Pipeline へのアクセス (p. 4)」を参照してください。

2.

IAM ロールに名前が付けられていることを確認しますDataPipelineDefaultRoleそし
てDataPipelineDefaultResourceRoleEXISTS AWS Data Pipeline コンソールにより、自動的にこれら
のロールが作成されます。AWS Data Pipeline コンソールをまだ 1 回も使用したことがない場合、こ
れらのロールを手動で作成する必要があります。詳細については、「AWS Data Pipeline の IAM ロー
ル (p. 81)」を参照してください。

3.

Amazon Redshift で COPY コマンドをセットアップします。これは AWS Data Pipeline でコピーを
実行するときに同じオプションが機能する必要があるためです。詳細については、「開始する前に:
COPY オプションの設定とデータの読み込み (p. 130)」を参照してください。

4.

Amazon Redshift データベースを設定します。詳細については、「パイプラインのセットアップ、セ
キュリティグループの作成、および Amazon Redshift クラスターの作成 (p. 131)」を参照してくだ
さい。

タスク
• JSON 形式でパイプラインを定義する (p. 135)
• パイプライン定義をアップロードし、アクティブ化する (p. 140)

JSON 形式でパイプラインを定義する
この例のシナリオは、データを Amazon S3 バケットから Amazon Redshift にコピーする方法を示してい
ます。
これは、完全なパイプライン定義の JSON ファイルであり、その後に各セクションの説明を示しま
す。JSON 形式のファイルの構文を検証できるテキストエディタを使用し、.json ファイル拡張子を使用
してファイルに名前を付けることをお勧めします。
{

"objects": [
{
"id": "CSVId1",
"name": "DefaultCSV1",
"type": "CSV"
},
{
"id": "RedshiftDatabaseId1",
"databaseName": "dbname",
"username": "user",
"name": "DefaultRedshiftDatabase1",
"*password": "password",
"type": "RedshiftDatabase",
"clusterId": "redshiftclusterId"
},
{
"id": "Default",
"scheduleType": "timeseries",
"failureAndRerunMode": "CASCADE",
"name": "Default",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
{
"id": "RedshiftDataNodeId1",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"tableName": "orders",
"name": "DefaultRedshiftDataNode1",
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"createTableSql": "create table StructuredLogs (requestBeginTime CHAR(30) PRIMARY KEY
DISTKEY SORTKEY, requestEndTime CHAR(30), hostname CHAR(100), requestDate varchar(20));",
"type": "RedshiftDataNode",
"database": {
"ref": "RedshiftDatabaseId1"
}
},
{
"id": "Ec2ResourceId1",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"securityGroups": "MySecurityGroup",
"name": "DefaultEc2Resource1",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"logUri": "s3://myLogs",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"type": "Ec2Resource"
},
{
"id": "ScheduleId1",
"startDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00",
"name": "DefaultSchedule1",
"type": "Schedule",
"period": "period",
"endDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00"
},
{
"id": "S3DataNodeId1",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"filePath": "s3://datapipeline-us-east-1/samples/hive-ads-samples.csv",
"name": "DefaultS3DataNode1",
"dataFormat": {
"ref": "CSVId1"
},
"type": "S3DataNode"
},
{
"id": "RedshiftCopyActivityId1",
"input": {
"ref": "S3DataNodeId1"
},
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"insertMode": "KEEP_EXISTING",
"name": "DefaultRedshiftCopyActivity1",
"runsOn": {
"ref": "Ec2ResourceId1"
},
"type": "RedshiftCopyActivity",
"output": {
"ref": "RedshiftDataNodeId1"
}
}
]

}

これらのオブジェクトの詳細については、以下のドキュメントを参照してください。
オブジェクト
• データノード (p. 137)
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• リソース (p. 139)
• アクティビティ (p. 139)

データノード
この例では、入力データノード、出力データノード、およびデータベースが使用されています。
入力データノード
入力 S3DataNode のパイプラインコンポーネントは、Amazon S3 における入力データの場所と入力デー
タのデータ形式を定義します。詳細については、「S3DataNode (p. 169)」を参照してください。
この入力コンポーネントは、次のフィールドで定義されます。
{

"id": "S3DataNodeId1",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"filePath": "s3://datapipeline-us-east-1/samples/hive-ads-samples.csv",
"name": "DefaultS3DataNode1",
"dataFormat": {
"ref": "CSVId1"
},
"type": "S3DataNode"

},

id
ユーザー定義の ID。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
schedule
スケジュールコンポーネントへの参照。
filePath
データノードに関連付けられているデータへのパス。この例では CSV 入力ファイルです。
name
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
dataFormat
処理するアクティビティのデータの形式への参照。
出力データノード
出力 RedshiftDataNode パイプライン コンポーネントは、出力データの場所を定義します。この例では
Amazon Redshift データベース内のテーブルです。詳細については、「RedshiftDataNode (p. 164)」を参
照してください。この出力コンポーネントは、次のフィールドで定義されます。
{

"id": "RedshiftDataNodeId1",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"tableName": "orders",
"name": "DefaultRedshiftDataNode1",
"createTableSql": "create table StructuredLogs (requestBeginTime CHAR(30) PRIMARY KEY
DISTKEY SORTKEY, requestEndTime CHAR(30), hostname CHAR(100), requestDate varchar(20));",
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"type": "RedshiftDataNode",
"database": {
"ref": "RedshiftDatabaseId1"
}

},

id
ユーザー定義の ID。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
schedule
スケジュールコンポーネントへの参照。
tableName
Amazon Redshift テーブルの名前。
name
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
createTableSql
データベースにテーブルを作成する SQL 式。
database
Amazon Redshift データベースへの参照。
データベース
RedshiftDatabase コンポーネントは、以下のフィールドで定義されます。詳細については、
「RedshiftDatabase (p. 288)」を参照してください。
{

"id": "RedshiftDatabaseId1",
"databaseName": "dbname",
"username": "user",
"name": "DefaultRedshiftDatabase1",
"*password": "password",
"type": "RedshiftDatabase",
"clusterId": "redshiftclusterId"

},

id
ユーザー定義の ID。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
databaseName
論理データベースの名前。
username
データベースに接続するためのユーザー名。
name
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
password
データベースに接続するためのパスワード。
clusterId
Redshift クラスターの ID。
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リソース
これは、コピー操作を実行するコンピューティングリソースの定義です。この例では、AWS Data Pipeline
は、コピータスクを実行するための EC2 インスタンスを自動的に作成し、コピー タスクが完了するとイ
ンスタンスを終了します。ここで定義されているフィールドが、作業を行うインスタンスの作成と機能を
制御します。詳細については、「Ec2Resource (p. 238)」を参照してください。
Ec2Resource は、以下のフィールドで定義されます。
{

"id": "Ec2ResourceId1",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"securityGroups": "MySecurityGroup",
"name": "DefaultEc2Resource1",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"logUri": "s3://myLogs",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"type": "Ec2Resource"

},

id
ユーザー定義の ID。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
schedule
このコンピューティングリソースを作成するスケジュール。
securityGroups
リソースプールのインスタンスに使用するセキュリティグループ。
name
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
role
リソースにアクセスするアカウントの IAM ロール (データを取得するための Amazon S3 バケットへ
のアクセスなど)。
logUri
Ec2Resource から Task Runner ログをバックアップする先の Amazon S3 の場所へのパス。
resourceRole
リソースを作成するアカウントの IAM ロール（お客様に代わって EC2 インスタンスを作成および設
定するなど）。ロールと ResourceRole 同じロールでもかまいませんが、個別にセキュリティ設定を
より細かく指定してください。

アクティビティ
この JSON ファイルの最後のセクションは、実行する作業を表すアクティビティの定義です。ここでは、
データを Amazon S3 から Amazon Redshift にコピーするために RedshiftCopyActivity コンポーネン
トを使用します。詳細については、「RedshiftCopyActivity (p. 218)」を参照してください。
RedshiftCopyActivity コンポーネントは、以下のフィールドで定義されます。
{
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"id": "RedshiftCopyActivityId1",
"input": {
"ref": "S3DataNodeId1"
},
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"insertMode": "KEEP_EXISTING",
"name": "DefaultRedshiftCopyActivity1",
"runsOn": {
"ref": "Ec2ResourceId1"
},
"type": "RedshiftCopyActivity",
"output": {
"ref": "RedshiftDataNodeId1"
}

},

id
ユーザー定義の ID。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
input
Amazon S3 ソース ファイルへの参照。
schedule
このアクティビティを実行するスケジュール。
insertMode
挿入のタイプ（KEEP_EXISTING、OVERWRITE_EXISTING、または TRUNCATE）。
name
ユーザー定義の名前。これは参照時にのみ使用されるラベルです。
runsOn
このアクティビティが定義する作業を実行するコンピューティングリソース。
output
コピー先の Amazon Redshift のテーブルへの参照。

パイプライン定義をアップロードし、アクティブ化する
パイプライン定義をアップロードし、パイプラインをアクティブ化する必要があります。以下のコマンド
例では、pipeline_name をパイプラインのラベルに置き換え、pipeline_file をパイプライン定義
.json ファイルの完全修飾パスに置き換えます。
AWS CLI
パイプライン定義を作成してパイプラインをアクティブ化するには、以下の create-pipeline コマンドを使
用します。パイプラインの ID をメモします。この値は、ほとんどの CLI コマンドで使用するからです。
aws datapipeline create-pipeline --name pipeline_name --unique-id token
{
"pipelineId": "df-00627471SOVYZEXAMPLE"
}

パイプライン定義を更新するには、以下を使用しますput-pipeline-definitionコマンド。
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aws datapipeline put-pipeline-definition --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE --pipelinedefinition file://MyEmrPipelineDefinition.json

パイプラインが正常に検証された場合、validationErrors フィールドは空です。警告を確認する必要
があります。
パイプラインをアクティブ化するには、以下の activate-pipeline コマンドを使用します。
aws datapipeline activate-pipeline --pipeline-id df-00627471SOVYZEXAMPLE

以下の list-pipelines コマンドを使用して、パイプラインリストにパイプラインが表示されていることを確
認できます。
aws datapipeline list-pipelines
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パイプラインの式と関数
このセクションでは、関連するデータ型を含め、パイプラインで式と関数を使用するための構文について
説明します。

単純データ型
以下のデータ型をフィールド値として設定できます。
型
• DateTime (p. 142)
• 数値 (p. 142)
• オブジェクト参照 (p. 142)
• 間隔 (p. 142)
• 文字列 (p. 143)

DateTime
AWS Data Pipeline では、"YYYY-MM-DDTHH:MM:SS" という形式で表される UTC/GMT の日時のみを
サポートしています。以下の例では、Schedule オブジェクトの startDateTimeフィールドを、UTC/
GMT タイムゾーンの 1/15/2012, 11:59 p.m. に設定します。
"startDateTime" : "2012-01-15T23:59:00"

数値
AWS Data Pipeline は、整数と浮動小数点値の両方をサポートします。

オブジェクト参照
パイプライン定義内のオブジェクト。これは、現在のオブジェクト、パイプライン内の他の場所で定義
されているオブジェクトの名前、または node キーワードで参照されるフィールド内の現在のオブジェク
トをリストするオブジェクトのいずれかです。node の詳細については、フィールドとオブジェクトの参
照 (p. 143) を参照してください。パイプラインオブジェクトのタイプについては、「パイプラインオブ
ジェクトリファレンス (p. 153)」を参照してください。

間隔
予定されているイベントを実行する頻度を示します。これは、"N
[years|months|weeks|days|hours|minutes]" という形式で表されます。ここで、N は正の整数値で
す。
最小間隔は 15 分で、最大間隔は 3 年です。
次の例では、Schedule オブジェクトの period フィールドを 3 時間に設定します。つまり、3 時間ごと
に実行されるスケジュールが設定されます。
"period" : "3 hours"
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文字列
標準文字列値。文字列は、二重引用符（"）で囲む必要があります。バックスラッシュ文字（\）を使用し
て、文字列内の文字をエスケープすることができます。複数行の文字列はサポートされていません。
次の例では、id フィールドの有効な文字列値の例を示します。
"id" : "My Data Object"
"id" : "My \"Data\" Object"

文字列には、文字列値に評価される式を含めることもできます。これらの式は文字列内に挿入され、"#{"
と "}" で区切られます。次の例では、式を使用してパスに現在のオブジェクト名を挿入します。
"filePath" : "s3://myBucket/#{name}.csv"

式の使用の詳細については、「フィールドとオブジェクトの参照 (p. 143)」および「式の評
価 (p. 145)」を参照してください。

式
式を使用すると、関連するオブジェクト間で値を共有できます。式は実行時に AWS Data Pipeline ウェブ
サービスによって処理され、すべての式に式の値が代入されます。
式は "#{" と "}" で区切られます。文字列が有効である、任意のパイプライン定義オブジェクトで式を使用
できます。スロットが参照であるか、タイプ ID、NAME、TYPE、SPHERE のいずれかであれば、値は評
価されず、逐語的に使用されます。
次の式は、AWS Data Pipeline 関数の 1 つを呼び出します。詳細については、「式の評価 (p. 145)」を参
照してください。
#{format(myDateTime,'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}

フィールドとオブジェクトの参照
式では、式が含まれる現在のオブジェクトのフィールドを使用したり、参照によってリンクされている別
のオブジェクトのフィールドを使用したりすることができます。
スロットの形式は、作成時間に続いてオブジェクトの作成時間
(@S3BackupLocation_2018-01-31T11:05:33 など) で構成されます。
パイプライン定義で指定された正確なスロット ID (Amazon S3 バックアップ場所のスロット ID など) を参
照することもできます。スロット ID を参照するには、#{parent.@id} を使用します。
次の例では、filePath フィールドは同じオブジェクトの id フィールドを参照してファイル名を形成し
ます。値 filePath は「s3://mybucket/ExampleDataNode.csv」に評価されます。
{

}

"id" : "ExampleDataNode",
"type" : "S3DataNode",
"schedule" : {"ref" : "ExampleSchedule"},
"filePath" : "s3://mybucket/#{parent.@id}.csv",
"precondition" : {"ref" : "ExampleCondition"},
"onFail" : {"ref" : "FailureNotify"}
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参照によってリンクされる別のオブジェクトに存在するフィールドを使用するには、node キーワードを
使用します。このキーワードはアラームおよび前提条件のオブジェクトでのみ使用できます。
引き続き前の例で説明すると、SnsAlarm 内の式で Schedule 内の日時の範囲を参照できます。これ
は、S3DataNode が両方を参照しているためです。
具体的には、FailureNotify の message フィールドでExampleSchedule の
@scheduledStartTime および @scheduledEndTime 実行時フィールドを使用できます。これ
は、ExampleDataNode の onFail フィールドが FailureNotify を参照し、その schedule フィール
ドが ExampleSchedule を参照するためです。
{

"id" : "FailureNotify",
"type" : "SnsAlarm",
"subject" : "Failed to run pipeline component",
"message": "Error for interval
#{node.@scheduledStartTime}..#{node.@scheduledEndTime}.",
"topicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic"
},

Note
他のシステムまたはタスクの作業に依存するパイプライン内のタスクなど、依存関係を持つパイ
プラインを作成できます。パイプラインで特定のリソースが必要な場合、データノードやタス
クに関連付ける前提条件を使用して、それらの依存関係をパイプラインに追加します。これによ
り、パイプラインはデバッグが容易になり、柔軟性が高くなります。さらに、複数のパイプライ
ンにまたがるトラブルシューティングは困難であるため、可能な場合は依存関係を 1 つのパイプ
ライン内に維持します。

入れ子式
AWS Data Pipeline では、より複雑な式を作成するために値を入れ子にすることができます。たとえば、
時間の計算 (scheduledStartTime から 30 分を引く) を行い、結果の書式を設定してパイプライン定義
で使用するには、アクティビティで次の式を使用できます。
#{format(minusMinutes(@scheduledStartTime,30),'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}

さらに、式が SnsAlarm または前提条件の一部である場合は、node プレフィックスを使用します。
#{format(minusMinutes(node.@scheduledStartTime,30),'YYYY-MM-dd hh:mm:ss')}

リスト
式はリストやリストを指定した関数に対して評価できます。たとえば、のようにリストが定義されてい
るとします。"myList":["one","two"]。 このリストがという式で使用された場合#{'this is '
+ myList}と評価される。["this is one", "this is two"]。2 つのリストがある場合、Data
Pipeline による評価では、最終的に平坦化されます。たとえば、myList1 が [1,2] として定義さ
れ、myList2 が [3,4] として定義されている場合、式 [#{myList1}, #{myList2}] は、[1,2,3,4]
に評価されます。

ノード式
AWS Data Pipeline では、パイプラインコンポーネントの親オブジェクトへの後方参照として、SnsAlarm
または PreCondition で #{node.*} 式を使用します。SnsAlarm および PreCondition は、後
方参照なしにアクティビティやリソースから参照されるため、node はリファラーを参照する方法を
提供します。たとえば、次のパイプライン定義は、失敗通知で node を使用してその親（この場合は
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ShellCommandActivity）を参照し、親の予定された開始時刻と終了時刻を SnsAlarm メッセージに含
める方法を示しています。ShellCommandActivity の scheduledStartTime 参照は、scheduledStartTime が
それ自体を参照するため、node プレフィックスは必要ではありません。

Note
先頭にアットマーク（@）がついているフィールドは、そのフィールドが実行時フィールドであ
ることを示しています。
{

"id" : "ShellOut",
"type" : "ShellCommandActivity",
"input" : {"ref" : "HourlyData"},
"command" : "/home/userName/xxx.sh #{@scheduledStartTime} #{@scheduledEndTime}",
"schedule" : {"ref" : "HourlyPeriod"},
"stderr" : "/tmp/stderr:#{@scheduledStartTime}",
"stdout" : "/tmp/stdout:#{@scheduledStartTime}",
"onFail" : {"ref" : "FailureNotify"},

},
{

"id" : "FailureNotify",
"type" : "SnsAlarm",
"subject" : "Failed to run pipeline component",
"message": "Error for interval #{node.@scheduledStartTime}..#{node.@scheduledEndTime}.",
"topicArn":"arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic"

},

AWS Data Pipeline は、ユーザー定義フィールドについては推移的参照をサポートしていますが、実行時
フィールドについてはサポートしていません。推移的参照は、仲介として別のパイプラインコンポーネン
トに依存する 2 つのパイプラインコンポーネント間の参照です。次の例は、推移的なユーザー定義フィー
ルドへの参照と、推移的ではない実行時フィールドへの参照を示しています。これらの参照はいずれも有
効です。詳細については、「ユーザー定義フィールド (p. 69)」を参照してください。
{

"name": "DefaultActivity1",
"type": "CopyActivity",
"schedule": {"ref": "Once"},
"input": {"ref": "s3nodeOne"},
"onSuccess": {"ref": "action"},
"workerGroup": "test",
"output": {"ref": "s3nodeTwo"}

},
{

"name": "action",
"type": "SnsAlarm",
"message": "S3 bucket '#{node.output.directoryPath}' succeeded at
#{node.@actualEndTime}.",
"subject": "Testing",
"topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic",
"role": "DataPipelineDefaultRole"

}

式の評価
AWS Data Pipeline には、フィールドの値を計算するために使用できる一連の関数が用意されていま
す。次の例では、makeDate 関数を使用して、Schedule オブジェクトの startDateTime フィールド
を、"2011-05-24T0:00:00" GMT/UTC に設定します。
"startDateTime" : "makeDate(2011,5,24)"
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数学関数
以下の関数は、数値を操作するために使用できます。
関数

説明

+

加算。
例: #{1 + 2}
結果: 3

-

減算。
例: #{1 - 2}
結果: -1

*

乗算。
例: #{1 * 2}
結果: 2

/

除算。2 個の整数を除算する場合、結果は切り捨て
られます。
例: #{1 / 2}結果:0
例: #{1.0 / 2}結果:.5

^

指数。
例: #{2 ^ 2}
結果: 4.0

文字列関数
以下の関数は、文字列値を操作するために使用できます。
関数

説明

+

連結。非文字列値は最初に文字
列に変換されます。
例: #{"hel" + "lo"}
結果: "hello"

日付および時刻関数
以下の関数は、DateTime 値を操作するために使用できます。例では、myDateTime の値は、May 24,
2011 @ 5:10 pm GMT です。
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Note
AWS Data Pipeline の日付/時刻形式は Joda Time で、これは Java の日付と時刻のクラスを置き
換えます。詳細については、「Joda Time - DateTimeFormat クラス」を参照してください。
関数

説明

int day(DateTime myDateTime)

DateTime 値の日付を整数として
取得します。
例: #{day(myDateTime)}
結果: 24

int dayOfYear(DateTime myDateTime)

DateTime 値の年初からの日数を
整数として取得します。
例:
#{dayOfYear(myDateTime)}
結果: 144

DateTime firstOfMonth(DateTime myDateTime)

指定された DateTime の月初の
DateTime オブジェクトを作成し
ます。
例:
#{firstOfMonth(myDateTime)}
結果:
"2011-05-01T17:10:00z"

String format(DateTime myDateTime,String format)

指定された書式文字列を使用し
て、指定された DateTime を変換
した結果である String オブジェ
クトを作成します。
例:
#{format(myDateTime,'YYYYMM-dd HH:mm:ss z')}
結果: "2011-05-24T17:10:00
UTC"

int hour(DateTime myDateTime)

DateTime 値の時間を整数として
取得します。
例: #{hour(myDateTime)}
結果: 17

DateTime makeDate(int year,int month,int day)

指定された年、月、日の深夜 0
時で、UTC の DateTime オブ
ジェクトを作成します。
例: #{makeDate(2011,5,24)}
結果:
"2011-05-24T0:00:00z"
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関数

説明

DateTime makeDateTime(int year,int month,int
day,int hour,int minute)

指定された年、月、日、時、分
で、UTC の DateTime オブジェ
クトを作成します。
例:
#{makeDateTime(2011,5,24,14,21)}
結果:
"2011-05-24T14:21:00z"

DateTime midnight(DateTime myDateTime)

指定された DateTime を基準とし
て、現在の深夜 0 時の DateTime
オブジェクトを作成します。
たとえば、MyDateTime が
2011-05-25T17:10:00z で
ある場合、結果は次のとおりで
す。
例:
#{midnight(myDateTime)}
結果:
"2011-05-25T0:00:00z"

DateTime minusDays(DateTime myDateTime,int
daysToSub)

指定された DateTime から指
定された日数を引いた結果の
DateTime オブジェクトを作成し
ます。
例:
#{minusDays(myDateTime,1)}
結果:
"2011-05-23T17:10:00z"

DateTime minusHours(DateTime myDateTime,int
hoursToSub)

指定された DateTime から指定
された時間数を引いた結果の
DateTime オブジェクトを作成し
ます。
例:
#{minusHours(myDateTime,1)}
結果:
"2011-05-24T16:10:00z"

DateTime minusMinutes(DateTime myDateTime,int
minutesToSub)

指定された DateTime から指
定された分数を引いた結果の
DateTime オブジェクトを作成し
ます。
例:
#{minusMinutes(myDateTime,1)}
結果:
"2011-05-24T17:09:00z"
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関数

説明

DateTime minusMonths(DateTime myDateTime,int
monthsToSub)

指定された DateTime から指
定された月数を引いた結果の
DateTime オブジェクトを作成し
ます。
例:
#{minusMonths(myDateTime,1)}
結果:
"2011-04-24T17:10:00z"

DateTime minusWeeks(DateTime myDateTime,int
weeksToSub)

指定された DateTime から指
定された週数を引いた結果の
DateTime オブジェクトを作成し
ます。
例:
#{minusWeeks(myDateTime,1)}
結果:
"2011-05-17T17:10:00z"

DateTime minusYears(DateTime myDateTime,int
yearsToSub)

指定された DateTime から指
定された年数を引いた結果の
DateTime オブジェクトを作成し
ます。
例:
#{minusYears(myDateTime,1)}
結果:
"2010-05-24T17:10:00z"

int minute(DateTime myDateTime)

DateTime 値の分を整数として取
得します。
例: #{minute(myDateTime)}
結果: 10

int month(DateTime myDateTime)

DateTime 値の月を整数として取
得します。
例: #{month(myDateTime)}
結果: 5

DateTime plusDays(DateTime myDateTime,int
daysToAdd)

指定された DateTime に指定され
た日数を足した結果の DateTime
オブジェクトを作成します。
例:
#{plusDays(myDateTime,1)}
結果:
"2011-05-25T17:10:00z"
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関数

説明

DateTime plusHours(DateTime myDateTime,int
hoursToAdd)

指定された DateTime に指定
された時間数を足した結果の
DateTime オブジェクトを作成し
ます。
例:
#{plusHours(myDateTime,1)}
結果:
"2011-05-24T18:10:00z"

DateTime plusMinutes(DateTime myDateTime,int
minutesToAdd)

指定された DateTime に指定され
た分数を足した結果の DateTime
オブジェクトを作成します。
例:
#{plusMinutes(myDateTime,1)}
結果: "2011-05-24
17:11:00z"

DateTime plusMonths(DateTime myDateTime,int
monthsToAdd)

指定された DateTime に指定され
た月数を足した結果の DateTime
オブジェクトを作成します。
例:
#{plusMonths(myDateTime,1)}
結果:
"2011-06-24T17:10:00z"

DateTime plusWeeks(DateTime myDateTime,int
weeksToAdd)

指定された DateTime に指定され
た週数を足した結果の DateTime
オブジェクトを作成します。
例:
#{plusWeeks(myDateTime,1)}
結果:
"2011-05-31T17:10:00z"

DateTime plusYears(DateTime myDateTime,int
yearsToAdd)

指定された DateTime に指定され
た年数を足した結果の DateTime
オブジェクトを作成します。
例:
#{plusYears(myDateTime,1)}
結果:
"2012-05-24T17:10:00z"
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関数

説明

DateTime sunday(DateTime myDateTime)

指定された DateTime を基準とし
て、前の日曜日の DateTime オブ
ジェクトを作成します。指定さ
れた DateTime が日曜日である場
合、結果は指定された DateTime
です。
例: #{sunday(myDateTime)}
結果: "2011-05-22 17:10:00
UTC"

int year(DateTime myDateTime)

DateTime 値の年を整数として取
得します。
例: #{year(myDateTime)}
結果: 2011

DateTime yesterday(DateTime myDateTime)

指定された DateTime を基準と
して、前の日の DateTime オブ
ジェクトを作成します。結果は
minusDays(1) と同じです。
例:
#{yesterday(myDateTime)}
結果:
"2011-05-23T17:10:00z"

特殊文字
AWS Data Pipeline では、以下の表に示されているような、パイプライン定義で特別な意味を持つ特定の
文字を使用します。
特殊文字

説明

例

@

実行時フィールド。この文字
は、パイプラインの実行時に
のみ使用できるフィールドの
フィールド名プレフィックスで
す。

@actualStartTime

式 式は "#{" と "}" によって区切
られ、中括弧で囲まれた内容は
AWS Data Pipeline によって評
価されます。詳細については、
「式 (p. 143)」を参照してくだ
さい。

#{format(myDateTime,'YYYYMM-dd hh:mm:ss')}

暗号化されたフィールド。この
文字は、コンソールや CLI と
AWS Data Pipeline サービスと
の間で送信する際に、AWS Data

*パスワード

#

*
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@failureReason
@resourceStatus

s3://mybucket/#{id}.csv
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特殊文字

特殊文字

説明
Pipeline でこのフィールドの内容
を暗号化する必要があることを
示すフィールド名プレフィック
スです。
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パイプラインオブジェクトリファレ
ンス
パイプライン定義では、以下のパイプラインオブジェクトとコンポーネントを使用できます。
目次
• データノード (p. 154)
• アクティビティ (p. 178)
• リソース (p. 238)
• 前提条件 (p. 268)
• データベース (p. 285)
• データ形式 (p. 289)
• アクション (p. 298)
• スケジュール (p. 301)
• ユーティリティ (p. 306)

Note
AWS Data PipelineJava SDK を使用するアプリケーションの例については、の「Data Pipeline
DynamoDB エクスポート Java サンプル」を参照してください GitHub。
以下は、AWS Data Pipeline のオブジェクト階層です。
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データノード
以下は AWS Data Pipeline データノードオブジェクトです。
オブジェクト
• DynamoDBDataNode (p. 154)
• MySqlDataNode (p. 159)
• RedshiftDataNode (p. 164)
• S3DataNode (p. 169)
• SqlDataNode (p. 174)

DynamoDBDataNode
DynamoDB を使用してデータノードを定義します。データノードは、HiveActivity または
EMRActivity オブジェクトの入力として指定されます。

Note
DynamoDBDataNode オブジェクトは、Exists 前提条件をサポートしていません。
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例
以下は、このオブジェクト型の例です。このオブジェクトは、同じパイプライン定義ファイルで定義した
他のオブジェクトを 2 つ参照します。CopyPeriod は Schedule オブジェクトで、Ready は前提条件オ
ブジェクトです。
{

}

"id" : "MyDynamoDBTable",
"type" : "DynamoDBDataNode",
"schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
"tableName" : "adEvents",
"precondition" : { "ref" : "Ready" }

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

tableName

DynamoDB テーブル。

文字列

オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。ユーザーは、このオブジェク
トの依存関係の実行順序を設定するには、別のオ
ブジェクトへのスケジュール参照を指定する必要
があります。ユーザーは、オブジェクトに明示的
にスケジュールを設定することで、この要件を満
たすことができます。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照を
デフォルトのパイプラインオブジェクトに配置す
ることをお勧めします。または、パイプラインに
スケジュールのツリー (マスタースケジュール内
のスケジュール) がある場合、ユーザーは、スケ
ジュール参照がある親オブジェクトを作成するこ
とができます。オプションのスケジュール設定の
例については、「スケジュール」を参照してくだ
さい。

参照オブジェクト、
例えば「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。このフィー
ルドを設定すると、開始後の設定時間内に完了し

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

なかったリモートアクティビティを再試行できま
す。
dataFormat

DataFormat このデータノードで記述されたデータ
用です。現在、 HiveActivity およびでサポートされ
ています HiveCopyActivity。

参照オブジェクト、
「DataFormat」: {"ref」:
"myDynamoDBDataFormatId「}

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

readThroughputPercent

DynamoDB のプロビジョニングされたスループッ
トレートが、表の割り当てられた範囲内に収まる
ように、読み取りオペレーションのレートを設定
します。値は 0.1 ～ 1.0 の範囲の double 値です。

ダブル

API バージョン 2012-10-29
156

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
DynamoDBDataNode

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

region

DynamoDB テーブルがあるリージョンのコード。 一覧表
例えば、us-east-1 などです。これは、Hive で
DynamoDB HiveActivity テーブルのステージングを
実行するときに使用されます。

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

runsOn

アクティビティまたはコマンドを実行するコン
ピューティングリソース。たとえば、Amazon
EC2 インスタンスまたは Amazon EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。runsOn 値を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は無
視されます。

文字列

writeThroughputPercent

DynamoDB のプロビジョニングされたスループッ
トレートが、表の割り当てられた範囲内に収まる
ように、書き込みオペレーションのレートを設定
します。値は 0.1～1.0 の範囲の double 値です。

ダブル

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

MySqlDataNode
MySQL を使用するデータノードを定義します。

Note
MySqlDataNode 型は廃止されました。代わりに SqlDataNode (p. 174) を使用することをお勧
めします。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。このオブジェクトは、同じパイプライン定義ファイルで定義した
他のオブジェクトを 2 つ参照します。CopyPeriod は Schedule オブジェクトで、Ready は前提条件オ
ブジェクトです。
{

"id" : "Sql Table",
"type" : "MySqlDataNode",
"schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
"table" : "adEvents",
"username": "user_name",
"*password": "my_password",
"connectionString": "jdbc:mysql://mysqlinstance-rds.example.useast-1.rds.amazonaws.com:3306/database_name",
"selectQuery" : "select * from #{table} where eventTime >=
'#{@scheduledStartTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}' and eventTime <
'#{@scheduledEndTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}'",
"precondition" : { "ref" : "Ready" }
}
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構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

テーブル

MySQL データベースのテーブルの名前。

文字列

オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。ユーザーは、このオブジェク
トの依存関係の実行順序を設定するには、別のオ
ブジェクトへのスケジュール参照を指定する必要
があります。ユーザーは、オブジェクトに明示的
にスケジュールを設定することで、この要件を満
たすことができます。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照を
デフォルトのパイプラインオブジェクトに配置す
ることをお勧めします。または、パイプラインに
スケジュールのツリー (マスタースケジュール内
のスケジュール) がある場合、ユーザーは、スケ
ジュール参照がある親オブジェクトを作成するこ
とができます。オプションのスケジュール設定の
例については、「https://docs.aws.amazon.com/
datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-objectschedule.html」を参照してください。

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

createTableSql

テーブルを作成する SQL テーブル作成式。

文字列

データベース

データベースの名前。

参照オブジェクト、
例:「データベース」:
{"ref」:」myDatabaseId「}

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

insertQuery

データをテーブルに挿入する SQL ステートメン
ト。

文字列

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

runsOn

アクティビティまたはコマンドを実行するコン
ピューティングリソース。たとえば、Amazon
EC2 インスタンスまたは Amazon EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

schemaName

テーブルを保持するスキーマの名前

文字列

selectQuery

テーブルからデータを取得する SQL ステートメン
ト。

文字列

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。runsOn 値を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は無
視されます。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻.

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻.

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID.

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

以下も参照してください。
• S3DataNode (p. 169)

RedshiftDataNode
Amazon Redshift を使用するデータノードを定義します。RedshiftDataNode は、パイプラインで使用
される、データベース内のデータのプロパティ (データテーブルなど) を表します。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

}

"id" : "MyRedshiftDataNode",
"type" : "RedshiftDataNode",
"database": { "ref": "MyRedshiftDatabase" },
"tableName": "adEvents",
"schedule": { "ref": "Hour" }

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

データベース

テーブルが存在するデータベース.

参照オブジェクト、
例:「データベース」:
{"ref」:」myRedshiftDatabase
Id "}

tableName

Amazon Redshift テーブルの名前。テーブルが存
在せず、ユーザーが指定した場合、作成されます
createTableSql。

文字列

オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。ユーザーは、このオブジェク
トの依存関係の実行順序を設定するには、別のオ
ブジェクトへのスケジュール参照を指定する必要
があります。ユーザーは、オブジェクトに明示的
にスケジュールを設定することで、この要件を満

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}
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オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

たすことができます。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照を
デフォルトのパイプラインオブジェクトに配置す
ることをお勧めします。または、パイプラインに
スケジュールのツリー (マスタースケジュール内
のスケジュール) がある場合、ユーザーは、スケ
ジュール参照がある親オブジェクトを作成するこ
とができます。オプションのスケジュール設定の
例については、「https://docs.aws.amazon.com/
datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-objectschedule.html」を参照してください。

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

createTableSql

データベースにテーブルを作成する SQL 式。テー 文字列
ブルを作成するスキーマを指定することをお勧
めします。次に例を示します。テーブルを作成
する mySchema.myTable (bestColumn varchar
(25) プライマリキー distkey、 numberOfWins整数
sortKey)。 AWS Data PipelinetableName で指定
されたテーブルが SchemaName createTableSql
フィールドで指定されたスキーマに存在しない場
合、フィールドでスクリプトを実行します。たと
えば、SchemaName を mySchema として指定
し、 createTableSql フィールドに mySchema を含
めなかった場合、テーブルは間違ったスキーマで
作成されます (デフォルトでは PUBLIC で作成され
ます)。これは、AWS Data Pipeline では CREATE
TABLE ステートメントが解析されないためです。

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数。

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

primaryKeys

文字列
RedShiftCopyActivity でコピー先テー
ブルの primaryKeys を指定しなかった場合
は、primaryKeys を使用して列のリストを指定する
と、これが mergeKey の役割を果たします。ただ
し、Amazon Redshift テーブルに primaryKey が既
に定義されている場合は、この設定によって既存
キーがオーバーライドされます。

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

runsOn

アクティビティまたはコマンドを実行するコン
ピューティングリソース。たとえば、Amazon
EC2 インスタンスまたは Amazon EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

schemaName

このオプションフィールドは、Amazon Redshift
テーブルのスキーマ名を指定します。指定され
ていない場合、スキーマ名が PUBLIC (Amazon
Redshift のデフォルトスキーマ) であると見なされ
ます。詳細については、「Amazon Redshift デー
タベースデベロッパーガイド」を参照してくださ
い。

文字列

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。runsOn 値を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は無
視されます。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID.

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

S3DataNode
Amazon S3 を使用するデータノードを定義します。デフォルトでは、S3DataNode ではサーバー側の暗号
化が使用されます。これを無効にする場合は、s3 を NONEEncryptionType に設定してください。

Note
CopyActivity の入力として S3DataNode を使用するときは、CSV データ形式および TSV
データ形式のみがサポートされます。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。このオブジェクトは、同じパイプライン定義ファイルで定義した
別のオブジェクトを参照します。CopyPeriod は Schedule オブジェクトです。
{

}

"id" : "OutputData",
"type" : "S3DataNode",
"schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
"filePath" : "s3://myBucket/#{@scheduledStartTime}.csv"

構文
オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。ユーザーは、このオブジェク
トの依存関係の実行順序を設定するには、別のオ
ブジェクトへのスケジュール参照を指定する必要
があります。ユーザーは、オブジェクトに明示的
にスケジュールを設定することで、この要件を満
たすことができます。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照を
デフォルトのパイプラインオブジェクトに配置す
ることをお勧めします。または、パイプラインに
スケジュールのツリー (マスタースケジュール内
のスケジュール) がある場合、ユーザーは、スケ
ジュール参照がある親オブジェクトを作成するこ
とができます。オプションのスケジュール設定の
例については、「https://docs.aws.amazon.com/

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}

API バージョン 2012-10-29
169

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
S3DataNode

オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-objectschedule.html」を参照してください。

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

compression

S3 によって記述されたデータの圧縮タイプ
DataNode。 「none」は圧縮なしで、「gzip」は
gzip アルゴリズムで圧縮されます。このフィール
ドは Amazon Redshift での使用と S3DataNode
CopyActivity を併用する場合のみサポートされま
す。

一覧表

dataFormat

DataFormat このS3で記述されたデータについて
DataNode。

参照オブジェクト、
例:「DataFormat」:
{"ref」:」myDataFormat
Id "}

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

directoryPath

URI としての Amazon S3 ディレクトリパス:s3://
my-bucket/my-key-for-directory。filePath または
directoryPath のどちらかの値を指定する必要があ
ります。

文字列

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

filePath

s3://my-bucket/ など、Amazon S3my-key-for-file の 文字列
オブジェクトへのパスです。など)。filePath また
は directoryPath のどちらかの値を指定する必要が
あります。これらの値は、フォルダとファイル名
を表します。ディレクトリに複数のファイルを格
納する場合は、directoryPath 値を使用します。

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

manifestFilePath

Amazon Redshift がサポートする形式のマニ
フェストファイルへの Amazon S3 パス。AWS
Data Pipeline はマニフェストファイルを使用し
て、指定された Amazon S3 ファイルをテーブ

文字列
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

ルにコピーします。このフィールドは、が S3
RedShiftCopyActivity を参照する場合にのみ有効で
すDataNode。
maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

runsOn

アクティビティまたはコマンドを実行するコン
ピューティングリソース。たとえば、Amazon
EC2 インスタンスまたは Amazon EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}

s3EncryptionType

Amazon S3 の暗号化タイプをオーバーライドしま
す。値は SERVER_SIDE_ENCRYPTION または
NONE です。デフォルトではサーバー側の暗号化
が有効化されます。

一覧表
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S3DataNode

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。runsOn 値を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は無
視されます。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク

文字列
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

以下も参照してください。
• MySqlDataNode (p. 159)

SqlDataNode
SQL を使用するデータノードを定義します。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。このオブジェクトは、同じパイプライン定義ファイルで定義した
他のオブジェクトを 2 つ参照します。CopyPeriod は Schedule オブジェクトで、Ready は前提条件オ
ブジェクトです。
{

"id" : "Sql Table",
"type" : "SqlDataNode",
"schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
"table" : "adEvents",
"database":"myDataBaseName",
"selectQuery" : "select * from #{table} where eventTime >=
'#{@scheduledStartTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}' and eventTime <
'#{@scheduledEndTime.format('YYYY-MM-dd HH:mm:ss')}'",
"precondition" : { "ref" : "Ready" }

}

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

テーブル

SQL データベースのテーブルの名前。

文字列

オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。ユーザーは、このオブジェク
トの依存関係の実行順序を設定するには、別のオ
ブジェクトへのスケジュール参照を指定する必要
があります。ユーザーは、オブジェクトに明示的
にスケジュールを設定することで、この要件を満
たすことができます。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照を
デフォルトのパイプラインオブジェクトに配置す

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}
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SqlDataNode

オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

ることをお勧めします。または、パイプラインに
スケジュールのツリー (マスタースケジュール内
のスケジュール) がある場合、ユーザーは、スケ
ジュール参照がある親オブジェクトを作成するこ
とができます。オプションのスケジュール設定の
例については、「https://docs.aws.amazon.com/
datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-objectschedule.html」を参照してください。

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

createTableSql

テーブルを作成する SQL テーブル作成式。

文字列

データベース

データベースの名前。

参照オブジェクト、
例:「データベース」:
{"ref」:」myDatabaseId「}

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

insertQuery

データをテーブルに挿入する SQL ステートメン
ト。

文字列

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

API バージョン 2012-10-29
175

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
SqlDataNode

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

runsOn

アクティビティまたはコマンドを実行するコン
ピューティングリソース。たとえば、Amazon
EC2 インスタンスまたは Amazon EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

schemaName

テーブルを保持するスキーマの名前

文字列

selectQuery

テーブルからデータを取得する SQL ステートメン
ト。

文字列
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。runsOn 値を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は無
視されます。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

以下も参照してください。
• S3DataNode (p. 169)

アクティビティ
以下は AWS Data Pipeline アクティビティオブジェクトです。
オブジェクト
• CopyActivity (p. 179)
• EmrActivity (p. 184)
• HadoopActivity (p. 190)
• HiveActivity (p. 197)
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• HiveCopyActivity (p. 203)
• PigActivity (p. 209)
• RedshiftCopyActivity (p. 218)
• ShellCommandActivity (p. 227)
• SqlActivity (p. 233)

CopyActivity
ある場所から別の場所にデータをコピーします。
CopyActivityS3DataNode (p. 169)SqlDataNode (p. 174)とを入力および出力としてサポート
し、コピー操作は通常実行されます record-by-record。ただし、以下のすべての条件が満たされた場
合、CopyActivity は Amazon S3 から Amazon S3 への高速コピーを実行します。
• 入力と出力は S3DataNodes
• dataFormat フィールドが入力と出力で同じであること
入力として圧縮データファイルを指定した場合に、それを S3 データノードの compression フィールド
を使用して示していなければ、CopyActivity は失敗することがあります。この場合、CopyActivity
がレコード終了文字を適切に検出できないために、操作が失敗しています。さらに、CopyActivityディ
レクトリから別のディレクトリへのコピーとディレクトリへのファイルのコピーもサポートして
いますが record-by-record 、ディレクトリをファイルにコピーするときにコピーが発生します。ま
た、CopyActivity では、マルチパートの Amazon S3 ファイルのコピーはサポートされません。
CopyActivity には CSV サポートに関して特定の制限があります。S3DataNode を入力として使用する
場合CopyActivity、Amazon S3 入出力フィールドに使用できるのは、Unix/Linux の CSV データファイ
ル形式のみです。この Unix/Linux 形式では、次の条件が満たされる必要があります。
• 区切り文字はカンマ（,）文字です。
• レコードが引用符で囲まれることはありません。
• デフォルトのエスケープ文字は、ASCII 値 92（バックスラッシュ）です。
• レコード終了識別子は、ASCII 値 10（"\n"）です。
Windows ベースのシステムでは通常、キャリッジリターンとラインフィード (ASCII 値 13 と ASCII 値 10)
end-of-record という異なる文字シーケンスを使用します。入力データを変更するコピー前スクリプトなど
を利用して、この違いを吸収し、CopyActivity が適切にレコード終端を検出できるようにする必要があ
ります。そうしないと、CopyActivity が繰り返し失敗します。
CopyActivity を使用して PostgreSQL RDS オブジェクトから TSV データ形式にエクスポートする場
合、デフォルトの NULL 文字は \n です。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。このオブジェクトは、同じパイプライン定義ファイルで定義し
た他のオブジェクトを 3 つ参照します。CopyPeriod は Schedule オブジェクトで、InputData と
OutputData はデータノードオブジェクトです。
{

"id" : "S3ToS3Copy",
"type" : "CopyActivity",
"schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
"input" : { "ref" : "InputData" },
"output" : { "ref" : "OutputData" },
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}

"runsOn" : { "ref" : "MyEc2Resource" }

構文
オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。ユーザーは、このオブジェク
トの依存関係の実行順序を設定するには、別のオ
ブジェクトへのスケジュール参照を指定する必要
があります。ユーザーは、オブジェクトに明示的
にスケジュールを設定することで、この要件を満
たすことができます。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照を
デフォルトのパイプラインオブジェクトに配置す
ることをお勧めします。または、パイプラインに
スケジュールのツリー (マスタースケジュール内
のスケジュール) がある場合、ユーザーは、スケ
ジュール参照がある親オブジェクトを作成するこ
とができます。オプションのスケジュール設定の
例については、「https://docs.aws.amazon.com/
datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-objectschedule.html」を参照してください。

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

runsOn

アクティビティまたはコマンドを実行するコン
ピューティングリソース。たとえば、Amazon
EC2 インスタンスまたは Amazon EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。runsOn 値を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は無
視されます。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

input

入力データソース。

参照オブジェク
ト、例:「input」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

output

出力データソース。

参照オブジェク
ト、例:「output」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列
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以下も参照してください。
• ShellCommandActivity (p. 227)
• EmrActivity (p. 184)
• AWS Data Pipeline を使用した Amazon S3 への MySQL データのエクスポート (p. 118)

EmrActivity
EMR クラスターを実行します。
AWS Data Pipeline では、Amazon EMR とは異なる形式をステップに使用します。例えば、AWS Data
Pipeline では、EmrActivity ステップフィールドで、JAR 名の後にコンマで区切って引数を指定しま
す。次の例は、Amazon EMR 形式のステップと、同等の AWS Data Pipeline のステップです。
s3://example-bucket/MyWork.jar arg1 arg2 arg3

"s3://example-bucket/MyWork.jar,arg1,arg2,arg3"

例
以下は、このオブジェクト型の例です。この例では、旧バージョンの Amazon EMR を使用しています。
現在使用しているバージョンの Amazon EMR クラスターで、この例が正しいことを検証してください。
このオブジェクトは、同じパイプライン定義ファイルで定義した他のオブジェクトを 3 つ参照しま
す。MyEmrCluster は EmrCluster オブジェクトで、MyS3Input と MyS3Output は S3DataNode オ
ブジェクトです。

Note
この例では、step フィールドをクラスター文字列（Pig スクリプト、Hadoop ストリーミングク
ラスター、パラメータを含む独自のカスタム JAR など）に置き換えることができます。
Hadoop 2.x (AMI 3.x)
{

"id" : "MyEmrActivity",
"type" : "EmrActivity",
"runsOn" : { "ref" : "MyEmrCluster" },
"preStepCommand" : "scp remoteFiles localFiles",
"step" : ["s3://mybucket/myPath/myStep.jar,firstArg,secondArg,-files,s3://mybucket/
myPath/myFile.py,-input,s3://myinputbucket/path,-output,s3://myoutputbucket/path,mapper,myFile.py,-reducer,reducerName","s3://mybucket/myPath/myotherStep.jar,..."],
"postStepCommand" : "scp localFiles remoteFiles",
"input" : { "ref" : "MyS3Input" },
"output" : { "ref" : "MyS3Output" }
}

Note
引数を 1 ステップでアプリケーションに渡すには、以下の例のように、スクリプトのパスに
Region を指定する必要があります。さらに、渡す引数をエスケープすることが必要になる場合が
あります。たとえば、script-runner.jar を使ってシェルスクリプトを実行する場合、スクリ
プトに引数を渡すには、引数を区切るカンマをエスケープする必要があります。次のステップス
ロットはそれを行う方法を示しています。
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"step" : "s3://eu-west-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/scriptrunner.jar,s3://datapipeline/echo.sh,a\\\\,b\\\\,c"

このステップでは、script-runner.jar を使って echo.sh シェルスクリプトを実行
し、a、b、c を単一の引数としてスクリプトに渡します。最初のエスケープ文字は結果として生
じる引数から削除されるので再度エスケープする必要があります。たとえば、File\.gz を引数
として JSON に渡す場合は、それを File\\\\.gz を使ってエスケープできます。ただし、最初
のエスケープは破棄されるため、File\\\\\\\\.gz を使う必要があります。

構文
オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
参照オブジェクト、
に呼び出されます。このオブジェクトの依存関係
例えば「schedule」:
の実行順序を設定するために、別のオブジェクト
{"ref」:」myScheduleId「}
へのスケジュール参照を指定します。この要件を
満たすには、オブジェクトのスケジュールを明
示的に設定できます。たとえば、"schedule":
{"ref": "DefaultSchedule"} と指定します。
ほとんどの場合、すべてのオブジェクトがそのス
ケジュールを継承するように、スケジュール参
照をデフォルトのパイプラインオブジェクトに配
置することをお勧めします。または、パイプライ
ンにスケジュールのツリー (マスタースケジュー
ル内のスケジュール) がある場合は、スケジュー
ル参照がある親オブジェクトを作成できます。
オプションのスケジュール設定の例については、
「https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/
DeveloperGuide/dp-object-schedule.html」を参照
してください。

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

runsOn

このジョブが実行される Amazon EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myEmrCluster
Id "}

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。値 runsOn を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は
無視されます。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

input

入力データの場所。

参照オブジェクト、
例えば「input」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数。

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、例
えば、"onLateAction「:
{" ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

output

出力データの場所。

参照オブジェクト、
例えば「output」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェクト、
例えば「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための
Amazon S3 URI ('BucketName/Prefix/' '' '' '' '' '' '' '

文字列
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

postStepCommand

すべてのステップが完了した後に実行するシェル
スクリプト。スクリプトを複数（最大 255 個）指
定するには、postStepCommand フィールドを複
数追加します。

文字列

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例えば「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

preStepCommand

ステップを実行する前に実行するシェルスクリプ
ト。スクリプトを複数（最大 255 個）指定するに
は、preStepCommand フィールドを複数追加しま
す。

文字列

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した
呼び出しのタイムアウト。設定された場合、指定
された期間の進捗状況を報告しないリモートアク
ティビティは停止されたと見なし、再試行できま
す。

[Period] (期間)

resizeClusterBeforeラン
ニング

入力または出力として指定された DynamoDB テー
ブルに対応するため、このアクティビティを実行
する前にクラスターのサイズを変更します。

ブール値

Note
EmrActivity が入力また
は出力データノードとして
DynamoDBDataNode を使用している場
合、resizeClusterBeforeRunning を
TRUE に設定すると、AWS Data Pipeline
は m3.xlarge インスタンスタイプを使用
して開始されます。これによりインスタ
ンスタイプの選択が m3.xlarge に上書き
されるため、月別コストが増加すること
があります。
resizeClusterMaxインス
タンス

サイズ変更アルゴリズムによってリクエストでき
るインスタンスの最大数の制限。

整数

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

scheduleType

スケジュールタイプでは、パイプライン定義
のオブジェクトを間隔の最初にスケジュールす
るか、間隔の最後にスケジュールするかを指定
できます。値は、cron、ondemand、および
timeseries です。timeseries スケジューリ
ングでは、インスタンスを各間隔の最後にスケ
ジュールします。cron スケジューリングでは、
インスタンスを各間隔の最初にスケジュールしま
す。ondemand スケジュールにより、アクティ
ベーションごとに 1 回パイプラインを実行する
ことができます。パイプラインを再実行するた
めに、クローンしたり再作成したりする必要は
ありません。ondemand スケジュールを使用す
る場合は、デフォルトオブジェクトで指定し、
パイプラインのオブジェクトに対して指定され
る唯一の scheduleType である必要がありま
す。ondemand パイプラインを使用するには、そ
れ以降の実行ごとに、ActivatePipeline オペ
レーションを呼び出します。

一覧表

step

クラスターが実行する 1 つ以上のステッ
プ。ステップを複数 (最大 255 個) 指定する
には、ステップフィールドを複数追加しま
す。JAR 名の後にカンマで区切って引数を
使用します (例: s3://example-bucket/
MyWork.jar,arg1,arg2,arg3)。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェ
クト、例え
ば、"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
Amazon EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

API バージョン 2012-10-29
188

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
EmrActivity

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻.

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻.

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトを作成したパイプラインのバージョ
ン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

以下も参照してください。
• ShellCommandActivity (p. 227)
• CopyActivity (p. 179)
• EmrCluster (p. 245)

HadoopActivity
MapReduce クラスターでジョブを実行します。クラスターは、によって管理される EMR クラスター
でも、AWS Data Pipelineを使用する場合は別のリソースでもかまいません TaskRunner。作業をparallel
HadoopActivity して実行したい場合に使用します。これにより、YARN フレームワークのスケジューリン
グリソースまたは Hadoop 1 MapReduce のリソースネゴシエーターを使用できます。Amazon EMR ス
テップアクションを使用して作業を連続的に実行する場合は、依然として EmrActivity (p. 184) を使用で
きます。

例
HadoopActivity によって管理されている EMR クラスターを使用するAWS Data Pipeline
HadoopActivity 次のオブジェクトは、 EmrCluster リソースを使用してプログラムを実行します。
{

"name": "MyHadoopActivity",
"schedule": {"ref": "ResourcePeriod"},
"runsOn": {"ref": “MyEmrCluster”},
"type": "HadoopActivity",
"preActivityTaskConfig":{"ref":"preTaskScriptConfig”},
"jarUri": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar",
"argument": [
"-files",
“s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py“,
"-mapper",
"wordSplitter.py",
"-reducer",
"aggregate",
"-input",
"s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/input/",
"-output",
“s3://test-bucket/MyHadoopActivity/#{@pipelineId}/#{format(@scheduledStartTime,'YYYYMM-dd')}"
],
"maximumRetries": "0",
"postActivityTaskConfig":{"ref":"postTaskScriptConfig”},
"hadoopQueue" : “high”
}

以下は対応するものでMyEmrCluster、Hadoop 2 ベースの AMI 用の YARN FairScheduler 内のとキュー
を設定します。
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{

"id" : "MyEmrCluster",
"type" : "EmrCluster",
"hadoopSchedulerType" : "PARALLEL_FAIR_SCHEDULING",
“amiVersion” : “3.7.0”,
"bootstrapAction" : ["s3://Region.elasticmapreduce/bootstrapactions/configure-hadoop,-z,yarn.scheduler.capacity.root.queues=low
\,high\,default,-z,yarn.scheduler.capacity.root.high.capacity=50,z,yarn.scheduler.capacity.root.low.capacity=10,z,yarn.scheduler.capacity.root.default.capacity=30”]
}

これは Hadoop 1 EmrCluster FairScheduler で設定するときに使用するものです。
{

"id": "MyEmrCluster",
"type": "EmrCluster",
"hadoopSchedulerType": "PARALLEL_FAIR_SCHEDULING",
"amiVersion": "2.4.8",
"bootstrapAction": "s3://Region.elasticmapreduce/bootstrapactions/configure-hadoop,-m,mapred.queue.names=low\\\\,high\\\\,default,m,mapred.fairscheduler.poolnameproperty=mapred.job.queue.name"
}

Hadoop 2 ベースの AMI EmrCluster CapacityScheduler の設定は次のとおりです。
{

"id": "MyEmrCluster",
"type": "EmrCluster",
"hadoopSchedulerType": "PARALLEL_CAPACITY_SCHEDULING",
"amiVersion": "3.7.0",
"bootstrapAction": "s3://Region.elasticmapreduce/bootstrapactions/configure-hadoop,-z,yarn.scheduler.capacity.root.queues=low
\\\\,high,-z,yarn.scheduler.capacity.root.high.capacity=40,z,yarn.scheduler.capacity.root.low.capacity=60"
}

HadoopActivity 既存の EMR クラスターを使用する
この例では、workergroups と a TaskRunner を使用して、既存の EMR クラスターでプログラムを実行し
ます。 HadoopActivity 次のパイプライン定義は次の目的で使用されます。
• MapReduce myWorkerGroupプログラムはリソース上でのみ実行してください。ワーカーグループの詳
細については、「Task Runner を使用した既存のリソースでの作業の実行 (p. 315)」を参照してくださ
い。
• preActivityTask postActivityTask構成とConfig を実行

{

"objects": [
{
"argument": [
"-files",
"s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
"-mapper",
"wordSplitter.py",
"-reducer",
"aggregate",
"-input",
"s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/input/",
"-output",
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"s3://test-bucket/MyHadoopActivity/#{@pipelineId}/
#{format(@scheduledStartTime,'YYYY-MM-dd')}"
],
"id": "MyHadoopActivity",
"jarUri": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar",
"name": "MyHadoopActivity",
"type": "HadoopActivity"
},
{
"id": "SchedulePeriod",
"startDateTime": "start_datetime",
"name": "SchedulePeriod",
"period": "1 day",
"type": "Schedule",
"endDateTime": "end_datetime"
},
{
"id": "ShellScriptConfig",
"scriptUri": "s3://test-bucket/scripts/preTaskScript.sh",
"name": "preTaskScriptConfig",
"scriptArgument": [
"test",
"argument"
],
"type": "ShellScriptConfig"
},
{
"id": "ShellScriptConfig",
"scriptUri": "s3://test-bucket/scripts/postTaskScript.sh",
"name": "postTaskScriptConfig",
"scriptArgument": [
"test",
"argument"
],
"type": "ShellScriptConfig"
},
{
"id": "Default",
"scheduleType": "cron",
"schedule": {
"ref": "SchedulePeriod"
},
"name": "Default",
"pipelineLogUri": "s3://test-bucket/logs/2015-05-22T18:02:00.343Z642f3fe415",
"maximumRetries": "0",
"workerGroup": "myWorkerGroup",
"preActivityTaskConfig": {
"ref": "preTaskScriptConfig"
},
"postActivityTaskConfig": {
"ref": "postTaskScriptConfig"
}
}
]
}

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

jarUri

Amazon S3 または実行するクラスターの
ローカルファイルシステム内の JAR の場所
HadoopActivity。

文字列
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オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。ユーザーは、このオブジェク
トの依存関係の実行順序を設定するには、別のオ
ブジェクトへのスケジュール参照を指定する必要
があります。ユーザーは、オブジェクトに明示的
にスケジュールを設定することで、この要件を満
たすことができます。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照を
デフォルトのパイプラインオブジェクトに配置す
ることをお勧めします。または、パイプラインに
スケジュールのツリー (マスタースケジュール内
のスケジュール) がある場合、ユーザーは、スケ
ジュール参照がある親オブジェクトを作成するこ
とができます。オプションのスケジュール設定の
例については、「https://docs.aws.amazon.com/
datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-objectschedule.html」を参照してください。

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

runsOn

このジョブが実行される EMR クラスター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myEmrCluster
Id "}

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。runsOn 値を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は無
視されます。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

argument

JAR に渡す引数。

文字列

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

hadoopQueue

アクティビティを送信する先の Hadoop スケ
ジューラーのキュー名。

文字列

input

入力データの場所。

参照オブジェク
ト、例:「input」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

mainClass

実行している JAR のメインクラス
HadoopActivity。

文字列

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

output

出力データの場所。

参照オブジェク
ト、例:「output」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列

postActivityTaskConfig

実行するポストアクティビティ設定スクリプ
ト。Amazon S3 のシェルスクリプトの URI と引数
のリストで構成されます。

参照オブジェクト、
例:"postActivityTaskConfig」:
{"ref」:」myShellScriptConfigId「}

preActivityTaskConfig

実行するプリアクティビティ設定スクリプ
ト。Amazon S3 のシェルスクリプトの URI と引数
のリストで構成されます。

参照オブジェクト、
例:"preActivityTaskConfig」:
{"ref」:」myShellScriptConfigId「}
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID.

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

以下も参照してください。
• ShellCommandActivity (p. 227)
• CopyActivity (p. 179)
• EmrCluster (p. 245)

HiveActivity
EMR クラスターで Hive クエリを実行します。HiveActivity を使用すると、Amazon EMR アクティ
ビティのセットアップが容易になり、Amazon S3 または Amazon RDS からの入力データに基づいて
Hive テーブルが自動的に作成されます。指定する必要があるのは、ソースデータに対して実行する
HiveQL のみです。AWS Data Pipeline は、HiveActivity オブジェクトの入力フィールドに基づい
て、${input1}、${input2} などを使用して、Hive テーブルを自動的に作成します。
Amazon S3 入力の場合、dataFormat フィールドを使用して Hive の列名が作成されます。
MySQL (Amazon RDS) 入力の場合、SQL クエリの列名を使用して Hive の列名が作成されます。

Note
このアクティビティでは、Hive CSV Serde を使用しています。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。このオブジェクトは、同じパイプライン定義ファイルで定義し
た他のオブジェクトを 3 つ参照します。MySchedule は Schedule オブジェクトで、MyS3Input と
MyS3Output はデータノードオブジェクトです。
{

"name" : "ProcessLogData",
"id" : "MyHiveActivity",
"type" : "HiveActivity",
"schedule" : { "ref": "MySchedule" },
"hiveScript" : "INSERT OVERWRITE TABLE ${output1} select
host,user,time,request,status,size from ${input1};",
"input" : { "ref": "MyS3Input" },
"output" : { "ref": "MyS3Output" },
"runsOn" : { "ref": "MyEmrCluster" }

}
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構文
オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。このオブジェクトの依存関係
の実行順序を設定するために、別のオブジェク
トへのスケジュール参照を指定します。この要
件を満たすには、オブジェクトに明示的にスケ
ジュールを設定します。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照
をデフォルトのパイプラインオブジェクトに配
置することをお勧めします。または、パイプライ
ンにスケジュールのツリー (マスタースケジュー
ル内のスケジュール) がある場合は、スケジュー
ル参照がある親オブジェクトを作成できます。
オプションのスケジュール設定の例については、
「https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/
DeveloperGuide/dp-object-schedule.html」を参照
してください。

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

hiveScript

実行する Hive スクリプト。

文字列

scriptUri

実行される Hive スクリプトの場所 (たとえ
ば、s3: //scriptLocation)。

文字列

必須のグループ

説明

スロットタイプ

runsOn

この HiveActivity が実行される EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myEmrCluster
Id "}

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。値 runsOn を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は
無視されます。

文字列

input

入力データソース。

「input」のような
参照オブジェクト:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

output

出力データソース。

「output」のような
参照オブジェクト:
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必須のグループ

説明

スロットタイプ
{"ref」:」myDataNode
Id "}

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

「dependsOn」のよう
な参照オブジェクト:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

hadoopQueue

ジョブを送信する先の Hadoop スケジューラーの
キュー名。

文字列

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数。

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

「onFail」のような
参照オブジェクト:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

onLateAction「「: {"
ref」:」myActionId「}
などの参照オブジェク
ト

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

「onSuccess」のよう
な参照オブジェクト:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト (「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "} など)

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

postActivityTaskConfig

実行するポストアクティビティ設定スクリプ
ト。Amazon S3 のシェルスクリプトの URI と引数
のリストで構成されます。

「postActivityTaskConfig」
のような参照
オブジェクト:
{"ref」:」myShellScriptConfigId「}

preActivityTaskConfig

実行するプリアクティビティ設定スクリプ
ト。Amazon S3 のシェルスクリプトの URI と引数
のリストで構成されます。

「preActivityTaskConfig」
のような参照
オブジェクト:
{"ref」:」myShellScriptConfigId「}

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

「前提条件」のよう
な参照オブジェクト:
{"ref」:」myPreconditionId「}

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した
呼び出しのタイムアウト。設定された場合、指定
された期間の進捗状況を報告しないリモートアク
ティビティは停止されたと見なし、再試行できま
す。

[Period] (期間)

resizeClusterBeforeラン
ニング

入力または出力として指定された DynamoDB デー
タノードに対応するため、このアクティビティを
実行する前にクラスターのサイズを変更します。

ブール値

Note
アクティビティで入力また
は出力データノードとして
DynamoDBDataNode を使用している場
合、resizeClusterBeforeRunning を
TRUE に設定すると、AWS Data Pipeline
は m3.xlarge インスタンスタイプを使用
して開始されます。これによりインスタ
ンスタイプの選択が m3.xlarge に上書き
されるため、月別コストが増加すること
があります。
resizeClusterMaxインス
タンス

サイズ変更アルゴリズムによってリクエストでき
るインスタンスの最大数の制限。

整数

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

scriptVariable

スクリプトの実行時に Amazon EMR が Hive に
文字列
渡すスクリプト変数を指定します。たとえば、次
の例では、スクリプト変数を使って SAMPLE お
よび FILTER_DATE という変数を Hive に渡して
います: SAMPLE=s3://elasticmapreduce/
samples/hive-ads および
FILTER_DATE=#{format(@scheduledStartTime,'YYYYMM-dd')}%. このフィールドでは、複数の値を
指定でき、script フィールドと scriptUri
フィールドの両方で機能します。さらに
scriptVariable は stage の設定が true か
false かに関係なく機能します。このフィール
ドは、AWS Data Pipeline の式と関数を利用して
Hive に動的な値を送信するときに特に便利です。

stage

スクリプトの実行前または後に、ステージングが
有効かどうかを決定します。Hive 11 では許可され
ていません。Amazon EMR AMI バージョン 3.2.0
以上を使用してください。

ブール値

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

「ActiveInstances」な
どの参照オブジェクト:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

cascadeFailedOn「「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "} などの参照オブ
ジェクト

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
Amazon EMR ステップログ。

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定終了時刻。

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定開始時刻。

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

「WaitingOn」のよう
な参照オブジェクト:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

以下も参照してください。
• ShellCommandActivity (p. 227)
• EmrActivity (p. 184)

HiveCopyActivity
EMR クラスターで Hive クエリを実行します。HiveCopyActivity を使用すると、DynamoDB テーブル
間でのデータのコピーが容易になります。HiveCopyActivity では、HiveQL ステートメントを指定し
て、DynamoDB からの入力データを列および行レベルでフィルター処理できます。

例
以下の例は、HiveCopyActivity と DynamoDBExportDataFormat を使用して、タイムスタンプに基
づいてデータをフィルタリングしながら DynamoDBDataNode 間でデータをコピーする方法を示します。
{

"objects": [
{
"id" : "DataFormat.1",
"name" : "DataFormat.1",
"type" : "DynamoDBExportDataFormat",
"column" : "timeStamp BIGINT"
},
{
"id" : "DataFormat.2",
"name" : "DataFormat.2",
"type" : "DynamoDBExportDataFormat"
},
{
"id" : "DynamoDBDataNode.1",
"name" : "DynamoDBDataNode.1",
"type" : "DynamoDBDataNode",
"tableName" : "item_mapped_table_restore_temp",
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
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},
{
"id" : "DynamoDBDataNode.2",
"name" : "DynamoDBDataNode.2",
"type" : "DynamoDBDataNode",
"tableName" : "restore_table",
"region" : "us_west_1",
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.2" }
},
{
"id" : "EmrCluster.1",
"name" : "EmrCluster.1",
"type" : "EmrCluster",
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"masterInstanceType" : "m1.xlarge",
"coreInstanceCount" : "4"
},
{
"id" : "HiveTransform.1",
"name" : "Hive Copy Transform.1",
"type" : "HiveCopyActivity",
"input" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.1" },
"output" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.2" },
"schedule" :{ "ref" : "ResourcePeriod" },
"runsOn" : { "ref" : "EmrCluster.1" },
"filterSql" : "`timeStamp` > unix_timestamp(\"#{@scheduledStartTime}\", \"yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss\")"
},
{
"id" : "ResourcePeriod",
"name" : "ResourcePeriod",
"type" : "Schedule",
"period" : "1 Hour",
"startDateTime" : "2013-06-04T00:00:00",
"endDateTime" : "2013-06-04T01:00:00"
}
]
}

構文
オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。ユーザーは、このオブジェク
トの依存関係の実行順序を設定するには、別のオ
ブジェクトへのスケジュール参照を指定する必要
があります。ユーザーは、オブジェクトに明示的
にスケジュールを設定することで、この要件を満
たすことができます。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照を
デフォルトのパイプラインオブジェクトに配置す
ることをお勧めします。または、パイプラインに
スケジュールのツリー (マスタースケジュール内
のスケジュール) がある場合、ユーザーは、スケ
ジュール参照がある親オブジェクトを作成するこ
とができます。オプションのスケジュール設定の

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}
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オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

例については、「https://docs.aws.amazon.com/
datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-objectschedule.html」を参照してください。

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

runsOn

実行するクラスターを指定します。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。値 runsOn を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は
無視されます。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

filterSql

コピーする DynamoDB または Amazon S3 デー
タのサブセットをフィルタリングする Hive SQL
ステートメントの断片。フィルタは述語のみを含
む必要があり、WHERE 句で開始しないでください
(WHERE 句は AWS Data Pipeline が自動的に追加
します)。

文字列

input

入力データソース。S3DataNode または
DynamoDBDataNode を指定する必要があ
ります。DynamoDBNode を使用する場合
は、DynamoDBExportDataFormat を指定しま
す。

参照オブジェク
ト、例:「input」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数。

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

output

出力データソース。入力が S3DataNode
の場合、これは DynamoDBDataNode を
指定する必要があります。それ以外の場合
は、S3DataNode または DynamoDBDataNode を
指定できます。DynamoDBNode を使用する場合
は、DynamoDBExportDataFormat を指定しま
す。

参照オブジェク
ト、例:「output」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための
文字列
Amazon S3 URI ( 's3://BucketName/Key/' な
ど)。

postActivityTaskConfig

実行するポストアクティビティ設定スクリプ
ト。Amazon S3 のシェルスクリプトの URI と引数
のリストで構成されます。

参照オブジェクト、
例:"postActivityTaskConfig」:
{"ref」:」myShellScriptConfigId「}

preActivityTaskConfig

実行するプリアクティビティ設定スクリプ
ト。Amazon S3 のシェルスクリプトの URI と引数
のリストで構成されます。

参照オブジェクト、
例:"preActivityTaskConfig」:
{"ref」:」myShellScriptConfigId「}

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した
呼び出しのタイムアウト。設定された場合、指定
された期間の進捗状況を報告しないリモートアク
ティビティは停止されたと見なし、再試行できま
す。

[Period] (期間)

API バージョン 2012-10-29
206

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
HiveCopyActivity

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

resizeClusterBeforeラン
ニング

入力または出力として指定された DynamoDB デー
タノードに対応するため、このアクティビティを
実行する前にクラスターのサイズを変更します。

ブール値

Note
アクティビティで入力また
は出力データノードとして
DynamoDBDataNode を使用している場
合、resizeClusterBeforeRunning を
TRUE に設定すると、AWS Data Pipeline
は m3.xlarge インスタンスタイプを使用
して開始されます。これによりインスタ
ンスタイプの選択が m3.xlarge に上書き
されるため、月別コストが増加すること
があります。
resizeClusterMaxインス
タンス

サイズ変更アルゴリズムによってリクエストでき
るインスタンスの最大数の制限

整数

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
Amazon EMR ステップログ。

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻.

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻.

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID.

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは、Attempt Object を実行するインスタンスオ
ブジェクトを生成します。

文字列

以下も参照してください。
• ShellCommandActivity (p. 227)
• EmrActivity (p. 184)

PigActivity
PigActivity は、AWS Data PipelineShellCommandActivityまたはを使用しなくても、の
PigEmrActivity スクリプトをネイティブでサポートします。さらに、 PigActivity データステージングも
サポートします。stage フィールドが true に設定されていると、AWS Data Pipeline は Pig のスキーマと
して入力データをステージングします（ユーザーがコードを追加する必要はありません）。

例
次のパイプライン例は PigActivity の使い方を示します。パイプライン例では、以下のステップを実行
します。
• MyPigActivity1 は、Amazon S3 からデータをロードし、データ列をいくつか選択する Pig スクリプトを
実行して、Amazon S3 にアップロードします。
• MyPigActivity2 は、最初の出力をロードし、データのいくつかの列と 3 行を選択して、2 番目の出力と
して Amazon S3 にアップロードします。
• MyPigActivity3 は、2 番目の出力データをロードし、Amazon RDS にデータを 2 行と「fifth」という名
前の列のみを挿入します。
• MyPigActivity4 は、Amazon RDS データをロードし、データの最初の行を選択して、それを Amazon S3
にアップロードします。

{

"objects": [
{
"id": "MyInputData1",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
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"directoryPath": "s3://example-bucket/pigTestInput",
"name": "MyInputData1",
"dataFormat": {
"ref": "MyInputDataType1"
},
"type": "S3DataNode"
},
{
"id": "MyPigActivity4",
"scheduleType": "CRON",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
"input": {
"ref": "MyOutputData3"
},
"pipelineLogUri": "s3://example-bucket/path/",
"name": "MyPigActivity4",
"runsOn": {
"ref": "MyEmrResource"
},
"type": "PigActivity",
"dependsOn": {
"ref": "MyPigActivity3"
},
"output": {
"ref": "MyOutputData4"
},
"script": "B = LIMIT ${input1} 1; ${output1} = FOREACH B GENERATE one;",
"stage": "true"
},
{
"id": "MyPigActivity3",
"scheduleType": "CRON",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
"input": {
"ref": "MyOutputData2"
},
"pipelineLogUri": "s3://example-bucket/path",
"name": "MyPigActivity3",
"runsOn": {
"ref": "MyEmrResource"
},
"script": "B = LIMIT ${input1} 2; ${output1} = FOREACH B GENERATE Fifth;",
"type": "PigActivity",
"dependsOn": {
"ref": "MyPigActivity2"
},
"output": {
"ref": "MyOutputData3"
},
"stage": "true"
},
{
"id": "MyOutputData2",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
"name": "MyOutputData2",
"directoryPath": "s3://example-bucket/PigActivityOutput2",
"dataFormat": {
"ref": "MyOutputDataType2"
},
"type": "S3DataNode"
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},
{
"id": "MyOutputData1",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
"name": "MyOutputData1",
"directoryPath": "s3://example-bucket/PigActivityOutput1",
"dataFormat": {
"ref": "MyOutputDataType1"
},
"type": "S3DataNode"
},
{
"id": "MyInputDataType1",
"name": "MyInputDataType1",
"column": [
"First STRING",
"Second STRING",
"Third STRING",
"Fourth STRING",
"Fifth STRING",
"Sixth STRING",
"Seventh STRING",
"Eighth STRING",
"Ninth STRING",
"Tenth STRING"
],
"inputRegEx": "^(\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S+) (\\\\S
+) (\\\\S+) (\\\\S+)",
"type": "RegEx"
},
{
"id": "MyEmrResource",
"region": "us-east-1",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
"keyPair": "example-keypair",
"masterInstanceType": "m1.small",
"enableDebugging": "true",
"name": "MyEmrResource",
"actionOnTaskFailure": "continue",
"type": "EmrCluster"
},
{
"id": "MyOutputDataType4",
"name": "MyOutputDataType4",
"column": "one STRING",
"type": "CSV"
},
{
"id": "MyOutputData4",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
"directoryPath": "s3://example-bucket/PigActivityOutput3",
"name": "MyOutputData4",
"dataFormat": {
"ref": "MyOutputDataType4"
},
"type": "S3DataNode"
},
{
"id": "MyOutputDataType1",
"name": "MyOutputDataType1",
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"column": [
"First STRING",
"Second STRING",
"Third STRING",
"Fourth STRING",
"Fifth STRING",
"Sixth STRING",
"Seventh STRING",
"Eighth STRING"
],
"columnSeparator": "*",
"type": "Custom"
},
{
"id": "MyOutputData3",
"username": "___",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
"insertQuery": "insert into #{table} (one) values (?)",
"name": "MyOutputData3",
"*password": "___",
"runsOn": {
"ref": "MyEmrResource"
},
"connectionString": "jdbc:mysql://example-database-instance:3306/example-database",
"selectQuery": "select * from #{table}",
"table": "example-table-name",
"type": "MySqlDataNode"
},
{
"id": "MyOutputDataType2",
"name": "MyOutputDataType2",
"column": [
"Third STRING",
"Fourth STRING",
"Fifth STRING",
"Sixth STRING",
"Seventh STRING",
"Eighth STRING"
],
"type": "TSV"
},
{
"id": "MyPigActivity2",
"scheduleType": "CRON",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
"input": {
"ref": "MyOutputData1"
},
"pipelineLogUri": "s3://example-bucket/path",
"name": "MyPigActivity2",
"runsOn": {
"ref": "MyEmrResource"
},
"dependsOn": {
"ref": "MyPigActivity1"
},
"type": "PigActivity",
"script": "B = LIMIT ${input1} 3; ${output1} = FOREACH B GENERATE Third, Fourth,
Fifth, Sixth, Seventh, Eighth;",
"output": {
"ref": "MyOutputData2"
},
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}

]

"stage": "true"
},
{
"id": "MyEmrResourcePeriod",
"startDateTime": "2013-05-20T00:00:00",
"name": "MyEmrResourcePeriod",
"period": "1 day",
"type": "Schedule",
"endDateTime": "2013-05-21T00:00:00"
},
{
"id": "MyPigActivity1",
"scheduleType": "CRON",
"schedule": {
"ref": "MyEmrResourcePeriod"
},
"input": {
"ref": "MyInputData1"
},
"pipelineLogUri": "s3://example-bucket/path",
"scriptUri": "s3://example-bucket/script/pigTestScipt.q",
"name": "MyPigActivity1",
"runsOn": {
"ref": "MyEmrResource"
},
"scriptVariable": [
"column1=First",
"column2=Second",
"three=3"
],
"type": "PigActivity",
"output": {
"ref": "MyOutputData1"
},
"stage": "true"
}

pigTestScript.q の内容は次のとおりです。
B = LIMIT ${input1} $three; ${output1} = FOREACH B GENERATE $column1, $column2, Third,
Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth;

構文
オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。ユーザーは、このオブジェク
トの依存関係の実行順序を設定するには、別のオ
ブジェクトへのスケジュール参照を指定する必要
があります。ユーザーは、オブジェクトに明示的
にスケジュールを設定することで、この要件を満
たすことができます。たとえば、「schedule」:
{"ref」と指定します。「DefaultSchedule「}。ほ
とんどの場合、すべてのオブジェクトがそのスケ
ジュールを継承するように、スケジュール参照を
デフォルトのパイプラインオブジェクトに配置す

参照オブジェクト、
例えば「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}
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オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

ることをお勧めします。または、パイプラインに
スケジュールのツリー (マスタースケジュール内
のスケジュール) がある場合、ユーザーは、スケ
ジュール参照がある親オブジェクトを作成するこ
とができます。オプションのスケジュール設定の
例については、「https://docs.aws.amazon.com/
datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-objectschedule.html」を参照してください。

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

script

実行する Pig スクリプト。

文字列

scriptUri

実行される Pig スクリプトの場所 (たとえば、s3: //
scriptLocation)。

文字列

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

runsOn

PigActivity これが実行される EMR クラスター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myEmrCluster
Id "}

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。値 runsOn を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は
無視されます。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

input

入力データソース。

参照オブジェクト、
例えば「input」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数。

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、例
えば、"onLateAction「:
{" ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

output

出力データソース。

参照オブジェクト、
例えば「output」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェクト、
例えば「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための
Amazon S3 URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' ''

文字列

postActivityTaskConfig

実行するポストアクティビティ設定スクリプ
ト。Amazon S33 のシェルスクリプトの URI と引
数のリストで構成されます。

参照オブジェ
クト、例え
ば、"postActivityTaskConfig」:
{"ref」:」myShellScriptConfigId「}

preActivityTaskConfig

実行するプリアクティビティ設定スクリプ
ト。Amazon S3 のシェルスクリプトの URI と引数
のリストで構成されます。

参照オブジェ
クト、例え
ば、"preActivityTaskConfig」:
{"ref」:」myShellScriptConfigId「}

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例えば「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した
呼び出しのタイムアウト。設定された場合、指定
された期間の進捗状況を報告しないリモートアク
ティビティは停止されたと見なし、再試行できま
す。

[Period] (期間)

resizeClusterBeforeラン
ニング

入力または出力として指定された DynamoDB デー
タノードに対応するため、このアクティビティを
実行する前にクラスターのサイズを変更します。

ブール値

Note
アクティビティで入力また
は出力データノードとして
DynamoDBDataNode を使用している場
合、resizeClusterBeforeRunning を
TRUE に設定すると、AWS Data Pipeline
は m3.xlarge インスタンスタイプを使用
して開始されます。これによりインスタ
ンスタイプの選択が m3.xlarge に上書き
されるため、月別コストが増加すること
があります。
resizeClusterMaxインス
タンス

サイズ変更アルゴリズムによってリクエストでき
るインスタンスの最大数の制限。

整数

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定義
のオブジェクトを、期間の最初にスケジュールす
るか、最後にスケジュールするかを指定できま
す。[Time Series Style Scheduling] は、インスタ
ンスが各間隔の最後にスケジュールされることを
意味し、[Cron Style Scheduling] は、インスタン
スが各間隔の最初にスケジュールされることを意
味します。オンデマンドスケジュールにより、ア
クティベーションごとに 1 回パイプラインを実行
することができます。つまり、パイプラインを再
実行するために、クローンしたり再作成したりす
る必要はありません。オンデマンドスケジュール
を使用する場合は、デフォルトオブジェクトで指
定し、パイプラインのオブジェクトに対して指定
される唯一の scheduleType である必要がありま
す。オンデマンドパイプラインを使用するには、
ActivatePipeline 以降の実行ごとにオペレーション
を呼び出すだけです。値は、cron、ondemand、お
よび timeseries です。

一覧表

scriptVariable

Pig スクリプトに渡す引数。スクリプトまたは
scriptUri で scriptVariable を使用できます。

文字列

stage

ステージングが有効かどうか決定し、ステー
ジングされたデータのテーブル ({INPUT1} や
{OUTPUT1} など) に Pig スクリプトがアクセスで
きるようにします。

ブール値
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェ
クト、例えば
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェ
クト、例え
ば、"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
Amazon EMR ステップログ。

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻.

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻.

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトを作成したパイプラインのバージョ
ン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

以下も参照してください。
• ShellCommandActivity (p. 227)
• EmrActivity (p. 184)

RedshiftCopyActivity
DynamoDB または Amazon S3 から Amazon Redshift にデータをコピーします。新しいテーブルにデータ
をロードすることも、既存のテーブルにデータを簡単にマージすることもできます。
以下に、RedshiftCopyActivity を使用するユースケースの概要を示します。
1. AWS Data Pipeline を使用して Amazon S3 でデータをステージングすることで開始します。
2. RedshiftCopyActivity を使用して、Amazon RDS および Amazon EMR から Amazon Redshift に
データを移動します。
これにより、Amazon Redshift にデータをロードして分析を行うことができます。
3. SqlActivity (p. 233) を使用して、Amazon Redshift にロードしたデータに対する SQL クエリを実行し
ます。
API バージョン 2012-10-29
218

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
RedshiftCopyActivity

さらに、RedshiftCopyActivity はマニフェストファイルをサポートするため、S3DataNode を操作で
きます。詳細については、「S3DataNode (p. 169)」を参照してください。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
この例では、変換形式を確認するために EMPTYASNULL および IGNOREBLANKLINES 特殊変換パラ
メータを commandOptions で使用します。詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイ
ドのデータ変換パラメータを参照してください。
{

}

"id" : "S3ToRedshiftCopyActivity",
"type" : "RedshiftCopyActivity",
"input" : { "ref": "MyS3DataNode" },
"output" : { "ref": "MyRedshiftDataNode" },
"insertMode" : "KEEP_EXISTING",
"schedule" : { "ref": "Hour" },
"runsOn" : { "ref": "MyEc2Resource" },
"commandOptions": ["EMPTYASNULL", "IGNOREBLANKLINES"]

以下のパイプライン定義の例では、APPEND 挿入モードを使用するアクティビティを示しています。
{

"objects": [
{
"id": "CSVId1",
"name": "DefaultCSV1",
"type": "CSV"
},
{
"id": "RedshiftDatabaseId1",
"databaseName": "dbname",
"username": "user",
"name": "DefaultRedshiftDatabase1",
"*password": "password",
"type": "RedshiftDatabase",
"clusterId": "redshiftclusterId"
},
{
"id": "Default",
"scheduleType": "timeseries",
"failureAndRerunMode": "CASCADE",
"name": "Default",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole"
},
{
"id": "RedshiftDataNodeId1",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"tableName": "orders",
"name": "DefaultRedshiftDataNode1",
"createTableSql": "create table StructuredLogs (requestBeginTime CHAR(30) PRIMARY KEY
DISTKEY SORTKEY, requestEndTime CHAR(30), hostname CHAR(100), requestDate varchar(20));",
"type": "RedshiftDataNode",
"database": {
"ref": "RedshiftDatabaseId1"
}
},
{
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}

]

"id": "Ec2ResourceId1",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"securityGroups": "MySecurityGroup",
"name": "DefaultEc2Resource1",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"logUri": "s3://myLogs",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"type": "Ec2Resource"
},
{
"id": "ScheduleId1",
"startDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00",
"name": "DefaultSchedule1",
"type": "Schedule",
"period": "period",
"endDateTime": "yyyy-mm-ddT00:00:00"
},
{
"id": "S3DataNodeId1",
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"filePath": "s3://datapipeline-us-east-1/samples/hive-ads-samples.csv",
"name": "DefaultS3DataNode1",
"dataFormat": {
"ref": "CSVId1"
},
"type": "S3DataNode"
},
{
"id": "RedshiftCopyActivityId1",
"input": {
"ref": "S3DataNodeId1"
},
"schedule": {
"ref": "ScheduleId1"
},
"insertMode": "APPEND",
"name": "DefaultRedshiftCopyActivity1",
"runsOn": {
"ref": "Ec2ResourceId1"
},
"type": "RedshiftCopyActivity",
"output": {
"ref": "RedshiftDataNodeId1"
}
}

APPEND オペレーションは、プライマリキーまたはソートキーにかかわらず、テーブルに項目を追加しま
す。たとえば、以下のテーブルがあるとすると、同じ ID とユーザー値のレコードを追加できます。
ID(PK)
1
2

USER
aaa
bbb

以下のように、同じ ID とユーザー値のレコードを追加できます。
ID(PK)
1

USER
aaa
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2
1

bbb
aaa

Note
APPEND オペレーションが中断されて再試行される場合、結果として再実行されるパイプライン
は、最初から追加される可能性があります。これにより、重複するレコードが追加される可能性
があるため、行数をカウントするロジックがある場合は、この動作に注意する必要があります。
チュートリアルについては、「AWS Data Pipeline を使用した Amazon Redshift へのデータのコ
ピー (p. 129)」を参照してください。

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

insertMode

ターゲットテーブルの既存データが、ロードする
データ行と重複している場合、AWS Data Pipeline
がどのように処理するかを決定します。

一覧表

有効な値
は、KEEP_EXISTING、OVERWRITE_EXISTING、TRUNCATE、APPEND
です。
KEEP_EXISTING を指定すると、既存の行を変更
することなく、新しい行がテーブルに追加されま
す。
KEEP_EXISTING および OVERWRITE_EXISTING
はプライマリキー、ソート、およびディストリ
ビューションキーを使用して、既存の行と一致
する受信行を識別します。Amazon Redshift デー
タベース開発者ガイドの新しいデータの更新と挿
入を参照してください。
TRUNCATE は、ターゲットテーブルのデータをす
べて削除した後、新しいデータを書き込みます。
APPEND は Redshift テーブルの末尾にすべてのレ
コードを追加します。APPEND にはプライマリキー
も、分散キーも、ソートキーも不要なため、重複
する項目が追加される可能性があります。

オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。

参照オブジェクト
( "schedule":
{"ref":"myScheduleId"}
など)

このオブジェクトの依存関係の実行順序を設定す
るために、別のオブジェクトへのスケジュール参
照を指定します。
ほとんどの場合、すべてのオブジェクトが
そのスケジュールを継承するように、スケ
ジュール参照をデフォルトのパイプライン
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オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

オブジェクトに配置することをお勧めしま
す。たとえば、"schedule": {"ref":
"DefaultSchedule"} を指定することで、オ
ブジェクトでスケジュールを明示的に設定できま
す。
パイプラインのマスタースケジュールにネストさ
れたスケジュールがある場合、スケジュール参照
がある親オブジェクトを作成します。
オプションのスケジュール設定の例については、
「スケジュール」を参照してください。

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

runsOn

アクティビティまたはコマンドを実行するコン
ピューティングリソース。たとえば、Amazon
EC2 インスタンスまたは Amazon EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。runsOn 値を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は
無視されます。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

commandOptions

COPY オペレーションの実行時に Amazon Redshift
データノードに渡すパラメータを受け取ります。
パラメータの詳細については、Amazon Redshift
データベース開発者ガイドの COPY を参照してく
ださい。

文字列

テーブルをロードする際に、COPY は暗黙的に文字
列をターゲット列のデータ型に変換しようとしま
す。自動的に発生するデフォルトのデータ変換に
加えて、エラーが表示される場合や他の変換を必
要とする場合は、追加の変換パラメータを指定で
きます。詳細については、Amazon Redshift デー
タベース開発者ガイドのデータ変換パラメータを
参照してください。
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

入力データノードまたは出力データノードにデー
タ形式が関連付けられている場合、指定されたパ
ラメータは無視されます。
コピーオペレーションがまず COPY を使用して、
ステージングテーブルにデータを挿入してか
ら、INSERT コマンドを使用して、ステージング
テーブルからターゲットテーブルにデータをコ
ピーするため、COPY の一部のパラメータは適用
されません。たとえば、COPY コマンドでテーブ
ルの自動圧縮を有効にするパラメーターは適用さ
れません。圧縮が必要な場合は、CREATE TABLE
ステートメントに列エンコードの詳細を追加しま
す。
また、場合によっては、Amazon Redshift ク
ラスターからデータをアンロードし、Amazon
S3 でファイルを作成する必要があるとき
に、RedshiftCopyActivity は Amazon
Redshift からの UNLOAD オペレーションに依存し
ます。
コピーおよびアンロード中のパフォーマンスを
向上させるには、UNLOAD コマンドで PARALLEL
OFF パラメータを指定します。パラメータの詳細
については、Amazon Redshift データベース開発
者ガイドの UNLOAD を参照してください。
dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト:
"dependsOn":
{"ref":"myActivityId"}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

input

入力データノード。データソースは、Amazon
S3、DynamoDB、または Amazon Redshift を使用
できます。

参照オブジェク
ト: "input":
{"ref":"myDataNodeId"}

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェク
ト: "onFail":
{"ref":"myActionId"}
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト:
"onLateAction":
{"ref":"myActionId"}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト:
"onSuccess":
{"ref":"myActionId"}

output

出力データノード。出力場所は、Amazon S3 また
は Amazon Redshift を使用できます。

参照オブジェク
ト: "output":
{"ref":"myDataNodeId"}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト: "parent":
{"ref":"myBaseObjectId"}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト:
"precondition":
{"ref":"myPreconditionId"}

キュー

同時発生した複数アクティビティの割り当てと優
先順位付けをキュー内の位置に基づいて行うこと
ができる、Amazon Redshift の query_group 設
定に相当します。

文字列

Amazon Redshift では、同時接続数が 15 に制限さ
れています。詳細については、Amazon RDS デー
タベース開発者ガイドのキューへのクエリの割り
当てを参照してください。
reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼
び出しのタイムアウト。

[Period] (期間)

設定された場合、指定された期間の進捗状況を報
告しないリモートアクティビティは停止されたと
見なし、再試行できます。
retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

scheduleType

パイプライン内のオブジェクトのスケジュールを
指定できます。値は、cron、ondemand、および
timeseries です。

一覧表

timeseries スケジューリングは、インスタンス
が各間隔の最後にスケジュールされることを意味
します。
Cron スケジューリングは、インスタンスが各間隔
の最初にスケジュールされることを意味します。
ondemand スケジュールにより、アクティベー
ションごとに 1 回パイプラインを実行することが
できます。つまり、パイプラインを再実行するた
めに、クローンしたり再作成したりする必要はあ
りません。
ondemand パイプラインを使用するには、それ以
降の実行ごとに、ActivatePipeline オペレー
ションを呼び出します。
ondemand スケジュールを使用する場合は、
デフォルトオブジェクトで指定し、パイプライ
ンのオブジェクトに対して指定される唯一の
scheduleType である必要があります。
transformSql

入力データの変換に使用される SQL SELECT 式。

文字列

transformSql 式を staging という名前のテー
ブルで実行します。
DynamoDB または Amazon S3 からデータを
コピーすると、AWS Data Pipeline によって
「staging」という名前のテーブルが作成され、
データがあらかじめロードされます。このテーブ
ルのデータは、ターゲットテーブルの更新に使用
されます。
transformSql の出力スキーマは最終的なター
ゲットテーブルのスキーマと一致する必要があり
ます。
transformSql オプションを指定した場合は、
指定の SQL ステートメントから 2 番目のステー
ジングテーブルが作成されます。この 2 番目の
ステージングテーブルからのデータが、最終的な
ターゲットテーブルで更新されます。

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト:
"activeInstances":
{"ref":"myRunnableObjectId"}
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト:
"cascadeFailedOn":
{"ref":"myRunnableObjectId"}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻.

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻.

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト:
"waitingOn":
{"ref":"myRunnableObjectId"}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID.

文字列

@sphere

オブジェクトの球です。ライフサイクルにおける
場所を示します。たとえば、コンポーネントオブ
ジェクトにより、試行オブジェクトを実行するイ
ンスタンスオブジェクトが発生します。

文字列

ShellCommandActivity
コマンドまたはスクリプトを実行します。ShellCommandActivity を使用して、時系列で、または cron
風に、スケジュールしたタスクを実行できます。
stage フィールドを true に設定して S3DataNode とともに使用する場合、ShellCommandActivity
ではデータのステージングという概念がサポートされます。つまり、データを Amazon S3 から
Amazon EC2 などのステージング用の場所またはローカル環境に移動し、そこでスクリプトと
ShellCommandActivity を使用してデータの処理を実行して、Amazon S3 にデータを戻すことができ
ます。
この場合、シェルコマンドを入力 S3DataNode に接続すると、シェル
スクリプトは、ShellCommandActivity の入力フィールドを参照する
${INPUT1_STAGING_DIR}、${INPUT2_STAGING_DIR} などのフィールドを使用して直接データを操作
できます。
同様に、シェルコマンドの出力も、${OUTPUT1_STAGING_DIR}、${OUTPUT2_STAGING_DIR} などで
参照される出力ディレクトリにステージングして、自動的に Amazon S3 に戻すことができます。
これらの式は、コマンドライン引数としてシェルコマンドに渡して、データ変換ロジックで使用すること
ができます。
ShellCommandActivity では、Linux 形式のエラーコードと文字列が返されま
す。ShellCommandActivity の結果がエラーであれば、返される error はゼロ以外の値になります。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

"id" : "CreateDirectory",
"type" : "ShellCommandActivity",
"command" : "mkdir new-directory"
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}

構文
オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、schedule 期間の実行中に
呼び出されます。

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}

このオブジェクトの依存関係の実行順序を設定す
るには、別のオブジェクトへの schedule 参照を
指定します。
この要件を満たすには、オブジェクト
で明示的に schedule を設定します。
たとえば、"schedule": {"ref":
"DefaultSchedule"} を指定します。
ほとんどの場合、すべてのオブジェクトがそのス
ケジュールを継承するように、schedule 参照
をデフォルトのパイプラインオブジェクトに配
置することをお勧めします。パイプラインがスケ
ジュールのツリー (マスタースケジュール内のスケ
ジュール) で構成されている場合は、スケジュール
参照がある親オブジェクトを作成します。
負荷を分散するため、AWS Data Pipeline によりス
ケジュールよりも少し前に物理オブジェクトが作
成されますが、スケジュールどおりに実行されま
す。
オプションのスケジュール設定の例については、
「https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/
DeveloperGuide/dp-object-schedule.html」を参照
してください。

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

コマンド

実行するコマンド。$ を使用して位置指定パラメー 文字列
タを参照し、scriptArgument を使用してコマン
ドのパラメータを指定します。この値および関連
するパラメーターは、Task Runner を実行してい
る環境で機能する必要があります。

scriptUri

ダウンロードして、シェルコマンドとして実行す
るファイルの Amazon S3 URI パス。指定できる
scriptUri または command フィールドは 1 つだ
けです。scriptUri はパラメータを使用できませ
ん。代わりに command を使用します。
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必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

runsOn

アクティビティまたはコマンドを実行するコン
ピューティングリソース (例: Amazon EC2 インス
タンス、Amazon EMR クラスター)。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}

workerGroup

ルーティングタスクに使用されます。値
runsOn を指定して、workerGroup がある場
合、workerGroup は無視されます。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、指定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

input

入力データの場所。

参照オブジェク
ト、例:「input」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数。

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、完了してい
ない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

output

出力データの場所。

参照オブジェク
ト、例:「output」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための
Amazon S3 URI ('s3://BucketName/Key/' な
ど)。

文字列

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

reportProgressTimeout

リモートアクティビティによる reportProgress
への連続した呼び出しのタイムアウト。設定され
た場合、指定された期間の進捗状況を報告しない
リモートアクティビティは停止されたと見なし、
再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

scheduleType

パイプライン定義のオブジェクトを、期間の最初
にスケジュールするか、最後にスケジュールする
かを指定できます。

一覧表

値は、cron、ondemand、および timeseries で
す。
timeseries に設定された場合、インスタンスは
各間隔の最後にスケジュールされます。
Cron に設定された場合、インスタンスは各間隔の
最初にスケジュールされます。
ondemand に設定された場合、アクティベー
ションごとに 1 回パイプラインを実行すること
ができます。つまり、パイプラインを再実行す
るために、クローンしたり再作成したりする必
要はありません。ondemand スケジュールを使
用する場合は、パイプラインのオブジェクトに
対する唯一の scheduleType として、デフォル
トオブジェクトで指定します。ondemand パイ
プラインを使用するには、それ以降の実行ごと
に、ActivatePipeline オペレーションを呼び出
します。
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

scriptArgument

コマンドにより、指定したコマンドに
文字列
渡す文字列の JSON 形式の配列。たと
えば、コマンドが echo $1 $2 であれ
ば、scriptArgument を "param1", "param2"
のように指定できます。複数の引数およ
びパラメータがある場合は、次のように
scriptArgument を渡すことができます。
"scriptArgument":"arg1","scriptArgument":"param1","scriptArgument":"a
は command でのみ使用できます。scriptUri で
使用するとエラーが発生します。

stage

ステージングが有効かどうか決定し、ステージン
グされたデータ変数（${INPUT1_STAGING_DIR}
や ${OUTPUT1_STAGING_DIR} など）にシェル
コマンドがアクセスできるようにします。

ブール値

stderr

コマンドからリダイレクトされたシステムエラー
メッセージを受け取る パス。runsOn フィール
ドを使用する場合、アクティビティを実行するリ
ソースが一時的であるため、これは Amazon S3 パ
スにする必要があります。ただし、workerGroup
フィールドを指定した場合は、ローカルファイル
パスを指定できます。

文字列

stdout

コマンドからリダイレクトされた出力を受け取る
文字列
Amazon S3 パス。runsOn フィールドを使用する
場合、アクティビティを実行するリソースが一時
的であるため、これは Amazon S3 パスにする必要
があります。ただし、workerGroup フィールドを
指定した場合は、ローカルファイルパスを指定で
きます。

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトの失敗の原因となった依存関係の説
明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

emrStepLog

Amazon EMR アクティビティの試行でのみ使用可
能な Amazon EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

Amazon EMR ベースのアクティビティで試みるこ
とができる Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻。

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻。

DateTime

@status

オブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトの作成に使用された AWS Data
Pipeline のバージョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエ
ラー。

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

ライフサイクル内のオブジェクトの場所です。コ
ンポーネントオブジェクトにより、試行オブジェ
クトを実行するインスタンスオブジェクトが発生
します。

文字列

以下も参照してください。
• CopyActivity (p. 179)
• EmrActivity (p. 184)

SqlActivity
データベースに対する SQL クエリ（スクリプト）を実行します。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

}

"id" : "MySqlActivity",
"type" : "SqlActivity",
"database" : { "ref": "MyDatabaseID" },
"script" : "SQLQuery" | "scriptUri" : s3://scriptBucket/query.sql,
"schedule" : { "ref": "MyScheduleID" },

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

データベース

指定された SQL スクリプトを実行するデータベー
ス。

参照オブジェクト、
例:「データベース」:
{"ref」:」myDatabaseId「}

オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行
中に呼び出されます。このオブジェクトの依存
関係の実行順序を設定するには、別のオブジェ
クトへのスケジュール参照を指定する必要が
あります。たとえば "schedule": {"ref":
"DefaultSchedule"} を指定することで、オ

参照オブジェクト、
例:「schedule」:
{"ref」:」myScheduleId「}
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オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

ブジェクトでスケジュールを明示的に設定できま
す。
ほとんどの場合、すべてのオブジェクトがそのス
ケジュールを継承するように、スケジュール参照
をデフォルトのパイプラインオブジェクトに配置
することをお勧めします。
マスタースケジュール内にネストされたスケ
ジュールのツリーがパイプラインにある場合、ス
ケジュール参照がある親オブジェクトを作成する
ことができます。オプションのスケジュール設定
の例については、「https://docs.aws.amazon.com/
datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-objectschedule.html」を参照してください。

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

script

実行する SQL スクリプト。スクリプトまたは
scriptUri を指定する必要があります。スクリプト
が Amazon S3 に保存されている場合、スクリプト
は式として評価されません。scriptArgument に複
数の値を設定すると、スクリプトを Amazon S3 に
保存するときに役立ちます。

文字列

scriptUri

このアクティビティにおいて SQL スクリプトを実
行する場所を指定する URI。

文字列

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

runsOn

アクティビティまたはコマンドを実行するコン
ピューティングリソース。たとえば、Amazon
EC2 インスタンスまたは Amazon EMR クラス
ター。

参照オブジェクト、
例えば「runsOn」:
{"ref」:」myResourceId「}

workerGroup

ワーカーグループ。これはルーティングタ
スクに使用されます。値 runsOn を指定し
て、workerGroup がある場合、workerGroup は
無視されます。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

API バージョン 2012-10-29
234

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
SqlActivity

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

dependsOn

実行可能な別のオブジェクトで依存関係を指定し
ます。

参照オブジェクト、例
えば「dependsOn」:
{"ref」:」myActivityId「}

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

input

入力データの場所。

参照オブジェク
ト、例:「input」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

lateAfterTimeout

パイプラインのスケジュールされた開始までの期
間。この期間内にオブジェクトの実行が開始され
ている必要があります。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトがまだスケジュールされていない場
合や、'lateAfterTimeout' で指定されたパイプライ
ンの開始予定からの期間内にまだ完了していない
場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

output

出力データの場所。これは (たとえ
ば#{output.tablename}) スクリプト内
から参照する場合や、出力データノードに
'createTableSql' を設定して出力テーブルを作成す
る場合にのみ役立ちます。SQL クエリの出力は出
力データノードに書き込まれません。

参照オブジェク
ト、例:「output」:
{"ref」:」myDataNode
Id "}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための S3
URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' '

文字列
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

precondition

オプションで前提条件を定義します。すべての前
提条件を満たすまで、データノードは "READY" と
マークされません。

参照オブジェクト、
例:「前提条件」:
{"ref」:」myPreconditionId「}

キュー

[Amazon Redshift のみ] 同時発生した複数アクティ
ビティの割り当てと優先順位付けをキュー内の位
置に基づいて行うことができる、Amazon Redshift
クエリグループ設定に相当します。Amazon
Redshift では、同時接続数が 15 に制限されてい
ます。詳細については、Amazon Redshift データ
ベース開発者ガイドの「キューへのクエリの割り
当て」を参照してください。

文字列

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

scheduleType

スケジュールタイプによって、パイプライン定
義のオブジェクトを、期間の最初にスケジュー
ルするか、最後にスケジュールするかを指定
できます。値は、cron、ondemand、および
timeseries です。

一覧表

timeseries スケジューリングは、インスタンス
が各間隔の最後にスケジュールされることを意味
します。
cron スケジューリングは、インスタンスが各間隔
の最初にスケジュールされることを意味します。
ondemand スケジュールにより、アクティベー
ションごとに 1 回パイプラインを実行すること
ができます。つまり、パイプラインを再実行す
るために、クローンしたり再作成したりする必
要はありません。ondemand スケジュールを使
用する場合は、デフォルトオブジェクトで指定
し、パイプラインのオブジェクトに対して指定さ
れる唯一の scheduleType である必要がありま
す。ondemand パイプラインを使用するには、そ
れ以降の実行ごとに、ActivatePipeline オペ
レーションを呼び出します。
scriptArgument

スクリプトの変数のリスト。または、式を直接
スクリプトフィールドに指定することもできま
す。scriptArgument に複数の値を設定すると、
スクリプトを Amazon S3 に保存する際に役立ち
ます。例:# {format (@scheduledStartTime,「YYMM-DD HH: MM: SS"}\ n# {format (plusPeriod
(@scheduledStartTime,「1日」),「YY-MM-DD HH:
MM: SS"}
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime
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リソース

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID.

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

リソース
以下は AWS Data Pipeline リソースのオブジェクトです。
オブジェクト
• Ec2Resource (p. 238)
• EmrCluster (p. 245)
• HttpProxy (p. 266)

Ec2Resource
パイプラインアクティビティによって定義された作業を実行する Amazon EC2 インスタンス。
インスタンスを指定しない場合に AWS Data Pipeline で作成されるデフォルトの Amazon EC2 インスタン
スの詳細については、 AWS リージョン別のデフォルトの Amazon EC2 インスタンス (p. 5) を参照してく
ださい。

例
EC2-Classic
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Important
2013 年 12 月 4 日より前に作成された AWS アカウントのみが EC2-Classic プラットフォーム
をサポートしています。これらのアカウントのいずれかがある場合、VPC ではなく EC2-Classic
ネットワークでパイプラインの EC2Resource オブジェクトを作成するオプションがあることが
あります。VPC ですべてのパイプラインのリソースを作成することを強くお勧めします。さら
に、EC2-Classic に既存のリソースがある場合は、それらを VPC に移行することを強くお勧めし
ます。詳細については、「EC2-Classic から VPC へのパイプラインの EC2Resource オブジェク
トの移行 (p. 63)」を参照してください。
次のオブジェクト例では、オプションフィールドをいくつか設定し、EC2-Classic で EC2 インスタンスを
起動します。
{

}

"id" : "MyEC2Resource",
"type" : "Ec2Resource",
"actionOnTaskFailure" : "terminate",
"actionOnResourceFailure" : "retryAll",
"maximumRetries" : "1",
"instanceType" : "m5.large",
"securityGroups" : [
"test-group",
"default"
],
"keyPair" : "my-key-pair"

EC2-VPC
次のオブジェクト例では、オプションフィールドをいくつか設定し、デフォルト以外の VPC で EC2 イン
スタンスを起動します。
{

}

"id" : "MyEC2Resource",
"type" : "Ec2Resource",
"actionOnTaskFailure" : "terminate",
"actionOnResourceFailure" : "retryAll",
"maximumRetries" : "1",
"instanceType" : "m5.large",
"securityGroupIds" : [
"sg-12345678",
"sg-12345678"
],
"subnetId": "subnet-12345678",
"associatePublicIpAddress": "true",
"keyPair" : "my-key-pair"

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

resourceRole

Amazon EC2 インスタンスがアクセスできるリ
ソースを制御する IAM ロール。

文字列

[ Role] ( ロール)

AWS Data Pipeline が EC2 インスタンスを作成す
るために使用する IAM ロール。

文字列
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オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。

参照オブジェク
ト ("schedule":
{"ref":"myScheduleId"}
など)

このオブジェクトの依存関係の実行順序を設定す
るには、別のオブジェクトへのスケジュール参照
を指定します。これには以下の 2 つの方法があり
ます。
• パイプライン内のすべてのオブジェクト
がスケジュールを継承するようにするに
は、オブジェクトにスケジュールを明示的
に設定します。"schedule": {"ref":
"DefaultSchedule"}。 ほとんどの場合、ス
ケジュール参照をデフォルトのパイプラインオ
ブジェクトに配置して、すべてのオブジェクト
がそのスケジュールを継承するようにすると便
利です。
• マスタースケジュール内にネストされたス
ケジュールがパイプラインにある場合、ス
ケジュール参照がある親オブジェクトを
作成することができます。オプションのス
ケジュール設定の例については、「https://
docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/
DeveloperGuide/dp-object-schedule.html」を参
照してください。

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

actionOnResource失敗

このリソースに対するリソースの失敗後に実行さ
れるアクション。有効な値は、"retryall"およ
び "retrynone" です。

文字列

actionOnTask失敗

このリソースに対するタスクの失敗後に実行され
るアクション。有効な値は "continue" または
"terminate" です。

文字列

associatePublicIpAddress インスタンスにパブリック IP アドレスを割り当
てるかどうかを示します インスタンスが Amazon
EC2 または Amazon VPC にある場合、デフォルト
値は true です。それ以外の場合、デフォルト値
は false です。

ブール値

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、指定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

availabilityZone

Amazon EC2 インスタンスの起動場所となるアベ
イラビリティーゾーン。

文字列

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

httpProxy

クライアントが AWS のサービスに接続するために 参照オブジェクト
使用するプロキシホスト。
( "httpProxy":
{"ref":"myHttpProxyId"}
など)

imageId

インスタンスに使用する AMI の ID。デフォルト
では、AWS Data Pipeline は HVM AMI 仮想化タイ
プを使用します。使用される AMI ID はリージョ
ン別になります。選択した HVM AMI を指定し
て、デフォルトの AMI を上書きすることができま
す。AMI タイプの詳細については、Linux インスタ
ンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Linux AMI
仮想化タイプおよび Linux AMI の検索を参照して
ください。

文字列

initTimeout

リソースが起動するまでの待機時間。

[Period] (期間)

instanceCount

廃止済み。

整数

instanceType

起動する Amazon EC2 インスタンスのタイプ。

文字列

keyPair

キーペアの名前。キーペアを指定せずに Amazon
EC2 インスタンスを起動すると、ログオンできま
せん。

文字列

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数。

整数

minInstanceCount

廃止済み。

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェク
ト ( "onFail":
{"ref":"myActionId"}
など)

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ実行中
の場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト
("onLateAction":
{"ref":"myActionId"}
など)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト
( "onSuccess":
{"ref":"myActionId"}
など)

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト ( "parent":
{"ref":"myBaseObjectId"}
など)

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための
Amazon S3 URI ('s3://BucketName/Key/' な
ど)。

文字列

region

Amazon EC2 インスタンスを実行する必要のある
リージョンのコード。デフォルトでは、インスタ
ンスはパイプラインと同じリージョンで実行され
ます。依存するデータセットと同じリージョンで
インスタンスを実行することもできます。

一覧表

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した
呼び出しのタイムアウト。設定された場合、指定
された期間の進捗状況を報告しないリモートアク
ティビティは停止されたと見なし、再試行できま
す。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

runAsUser

を実行するユーザ TaskRunner。

文字列

runsOn

このフィールドはこのオブジェクトでは使用でき
ません。

参照オブジェク
ト ("runsOn":
{"ref":"myResourceId"}
など)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

scheduleType

スケジュールタイプでは、パイプライン定義のオ
ブジェクトを間隔の最初にスケジュールするか、
間隔の最後に、またはオンデマンドでスケジュー
ルするかを指定できます。

一覧表

値は次のとおりです。
• timeseries。インスタンスは各間隔の最後に
スケジュールされます。
• cron。インスタンスは各間隔の最初にスケ
ジュールされます。
• ondemand。アクティベーションごとに 1 回パ
イプラインを実行することができます。パイ
プラインを再実行するために、クローンした
り再作成したりする必要はありません。オン
デマンドスケジュールを使用する場合は、デ
フォルトオブジェクトで指定し、パイプライ
ンのオブジェクトに対して指定される唯一の
scheduleType である必要があります。オンデ
マンドパイプラインを使用するには、それ以降
の実行ごとに、ActivatePipeline オペレー
ションを呼び出します。
securityGroupIds

リソースプールのインスタンスに使用する 1 つ以
上の Amazon EC2 セキュリティグループの ID。

文字列

securityGroups

リソースプールのインスタンスに使用する 1 つ以
上の Amazon EC2 セキュリティグループ。

文字列

spotBidPrice

スポットインスタンスの 1 時間あたりの最大金額
(ドル) であり、0 より大きく 20.00 より小さい 10
進値です。

文字列

subnetId

インスタンスを起動する Amazon EC2 サブネット
の ID。

文字列

terminateAfter

リソースを終了するまでの時間数。

[Period] (期間)

useOnDemandOnLastAttempt
スポットインスタンスをリクエストする最後の試
行では、スポットインスタンスではなくオンデマ
ンドインスタンスのリクエストを作成します。こ
れにより、以前の試行がすべて失敗した場合に、
最後の試行は中断されません。

ブール値

workerGroup

このフィールドはこのオブジェクトでは使用でき
ません。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト
("activeInstances":
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ
{"ref":"myRunnableObjectId"}
など)

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した依存関係のチェーンの説
明。

参照オブジェクト
("cascadeFailedOn":
{"ref":"myRunnableObjectId"}
など)

emrStepLog

Amazon EMR アクティビティの試行でのみ使用可
能なステップログ。

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合はエラー ID。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合はエラーメッ
セージ。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@failureReason

リソースの失敗の理由。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

Amazon EMR アクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻。

DateTime
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻。

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト
( "waitingOn":
{"ref":"myRunnableObjectId"}
など)

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

ライフサイクル内のオブジェクトの場所です。コ
ンポーネントオブジェクトにより、試行オブジェ
クトを実行するインスタンスオブジェクトが発生
します。

文字列

EmrCluster
Amazon EMR クラスターの設定を表します。このオブジェクトは、EmrActivity (p. 184) および
HadoopActivity (p. 190) によってクラスターを起動するために使用されます。
目次
• スケジューラ (p. 245)
• Amazon EMR リリースバージョン (p. 246)
• Amazon EMR の許可 (p. 247)
• 構文 (p. 248)
• 例 (p. 256)
• 以下も参照してください。 (p. 265)

スケジューラ
スケジューラーは、Hadoop クラスター内のリソースの割り当てとジョブの優先順位付けを指定する方法
を提供します。管理者またはユーザーは、ユーザーおよびアプリケーションのクラス別のスケジューラー
を選択できます。スケジューラーは、キューを使用してユーザーおよびアプリケーションにリソースを割
り当てることができます。キューは、クラスターを作成する際に設定します。次に、特定のタイプの作業
やユーザー間の優先順位を設定できます。これにより、クラスターのリソースが効率的に使用され、複数
のユーザーから作業をクラスターに送信できるようになります。次の 3 種類のスケジューラーを使用でき
ます。
• FairScheduler— 長期間にわたってリソースの均等なスケジュールを試みます。
• CapacityScheduler— キューを使用し、クラスター管理者がさまざまな優先順位とリソース割り当ての
キューにユーザーを割り当てられるようにします。
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• Default – クラスターで使用されます。サイトで設定可能です。

Amazon EMR リリースバージョン
Amazon EMR リリースは、ビッグデータエコシステムからの一連のオープンソースのアプリケーショ
ンです。各リリースは異なるビッグデータアプリケーション、コンポーネント、および機能で構成
され、クラスターを作成するときに Amazon EMR でインストールして設定することを選択します。
リリースラベルを使用してリリースバージョンを指定します。リリースラベルの形式は emr-x.x.x
です。例: emr-5.30.0。リリースラベル emr-4.0.0 以降に基づく Amazon EMR クラスターで
は、releaseLabel プロパティを使用して、EmrCluster オブジェクトのリリースラベルを指定しま
す。以前のバージョンでは、amiVersion プロパティを使用しています。

Important
リリースバージョン 5.22.0 以降を使用して作成されたすべての Amazon EMR クラスターで
は、署名バージョン 4 を使用して Amazon S3 へのリクエストを認証します。以前の一部のリ
リースバージョンでは、署名バージョン 2 を使用しています。署名バージョン 2 のサポートは中
止されています。詳細については、「Amazon S3 更新 - SigV2 の非推奨期間の延長および変更」
を参照してください。署名バージョン 4 をサポートする Amazon EMR リリースバージョンを使
用することを強くお勧めします。EMR 4.7.x から始まる以前のバージョンのリリースでは、その
シリーズの最新リリースが署名バージョン 4 をサポートするように更新されています。以前の
バージョンの EMR リリースを使用する場合は、そのシリーズの最新リリースを使用することを
お勧めします。また、EMR 4.7.0 より前のリリースは使用しないでください。

考慮事項と制約事項
最新バージョンの Task Runner の使用
リリースラベルを使用して自己管理型 EmrCluster オブジェクトを使用している場合は、最新の
Task Runner を使用します。Task Runner の詳細については、「Task Runner の操作 (p. 313)」
を参照してください。Amazon EMR 設定のすべての分類に対してプロパティ値を設定できます。
詳細については、Amazon EMR リリース ガイドのアプリケーションの設定、the section called
“EmrConfiguration” (p. 307)、およびオブジェクトリファレンスの the section called “プロパ
ティ” (p. 311) を参照してください。

Amazon EMR 6x シリーズのリリースバージョン
AWS Data Pipeline はリリースバージョン 6.1.0 (emr-6.1.0) のみをサポートします。

Amazon EMR 6.1.0 リリースと Hadoop 3.x の Jar の依存関係
Amazon EMR 6.x リリースシリーズでは Hadoop バージョン 3.x が使用されており、Hadoop バージョン
2.x と比較して Hadoop のクラスパスの評価方法に重要な変更が導入されました。Joda-Time のような一
般的なライブラリがクラスパスから削除されました。
EmrActivity (p. 184) または HadoopActivity (p. 190) が Hadoop 3.x で削除されたライブラリに依存関
係を持つ Jar ファイルを実行すると、ステップがエラー java.lang.NoClassDefFoundError または
java.lang.ClassNotFoundException で失敗します。これは、Amazon EMR 5.x リリースバージョン
を使用して問題なく実行された Jar ファイルで発生する可能性があります。
この問題を解決するには、EmrActivity または HadoopActivity を開始する前に、EmrCluster
オブジェクトで Hadoop クラスパスに Jar ファイルの依存関係をコピーする必要があります。これを
行うために bash スクリプトが提供されています。bash スクリプトは次の場所にあります。たとえ
ば、MyRegionEmrClusterはオブジェクトが実行されるAWSus-west-2リージョンです。
s3://datapipeline-MyRegion/MyRegion/bootstrap-actions/latest/TaskRunner/copy-jars-tohadoop-classpath.sh
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スクリプトの実行方法は、EmrActivity または HadoopActivity が AWS Data Pipeline で管理されて
いるリソースで実行されるのか、セルフマネージドリソースで実行されるのかによって異なります。
AWS Data Pipeline によって管理されているリソースを使用する場合、bootstrapAction を
EmrCluster オブジェクトに追加します。bootstrapAction は、引数としてコピーするスクリプトと
Jar ファイルを指定します。EmrCluster オブジェクトごとに最大 255 個の bootstrapAction フィー
ルドを追加できます。また、ブートストラップアクションがすでに存在する EmrCluster オブジェクトに
bootstrapAction フィールドを追加できます。
このスクリプトをブートストラップアクションとして指定するには、次の構文を使用します。ここ
で、JarFileRegionは Jar ファイルが保存されているリージョンであり、各 MyJarFilen は、Hadoop
クラスパスにコピーする Jar ファイルの Amazon S3 の絶対パスです。デフォルトで Hadoop クラスパス
にある Jar ファイルを指定しないでください。
s3://datapipeline-MyRegion/MyRegion/bootstrap-actions/latest/TaskRunner/copy-jars-tohadoop-classpath.sh,JarFileRegion,MyJarFile1,MyJarFile2[, ...]

次の例では、Amazon S3 の 2 つの Jar ファイル (my-jar-file.jar と emr-dynamodbtool-4.14.0-jar-with-dependencies.jar) をコピーするブートストラップアクションを指定しま
す。この例で使用しているリージョンは、us-west-2 です。
{

"id" : "MyEmrCluster",
"type" : "EmrCluster",
"keyPair" : "my-key-pair",
"masterInstanceType" : "m5.xlarge",
"coreInstanceType" : "m5.xlarge",
"coreInstanceCount" : "2",
"taskInstanceType" : "m5.xlarge",
"taskInstanceCount": "2",
"bootstrapAction" : ["s3://datapipeline-us-west-2/us-west-2/bootstrap-actions/latest/
TaskRunner/copy-jars-to-hadoop-classpath.sh,us-west-2,s3://path/to/my-jar-file.jar,s3://
dynamodb-dpl-us-west-2/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodb-tools-4.14.0-jar-withdependencies.jar"]
}

新しい bootstrapAction への変更を有効にするには、パイプラインを保存してアクティブ化する必要が
あります。
セルフマネージドリソースを使用する場合は、スクリプトをクラスターインスタンスにダウンロード
し、SSH を使用してコマンドラインからそのスクリプトを実行できます。スクリプトは、/etc/hadoop/
conf/shellprofile.d という名前のディレクトリを作成し、そのディレクトリ内に datapipelinejars.sh という名前のファイルを作成します。コマンドライン引数として指定された jar ファイルは、ス
クリプトで作成された /home/hadoop/datapipeline_jars という名前のディレクトリにコピーされま
す。クラスターの設定が異なる場合は、ダウンロード後にスクリプトを適切に変更してください。
コマンドラインでスクリプトを実行するための構文は、前の例で示した bootstrapAction の使用と若干
異なります。次の例に示すように、引数の間にはカンマではなくスペースを使用します。
./copy-jars-to-hadoop-classpath.sh us-west-2 s3://path/to/my-jar-file.jar s3://dynamodbdpl-us-west-2/emr-ddb-storage-handler/4.14.0/emr-dynamodb-tools-4.14.0-jar-withdependencies.jar

Amazon EMR の許可
カスタム IAM ロールを作成する場合は、クラスターが作業を実行するために必要な最小限の許可を慎
重に検討します。Amazon S3 のファイルや Amazon RDS、Amazon Redshift、DynamoDB のデータ
など、必要なリソースへのアクセス権を確実に付与します。visibleToAllUsers を False に設定
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する場合は、そのために必要なアクセス権限がロールに必要です。DataPipelineDefaultRole に
は、これらのアクセス権限がないことに注意してください。EmrCluster オブジェクトのロールとして
DefaultDataPipelineResourceRole と DataPipelineDefaultRole のロールの結合を指定する
か、この目的で独自のロールを作成する必要があります。

構文
オブジェクト呼び出し
フィールド

説明

スロットタイプ

schedule

このオブジェクトは、スケジュール期間の実行中
に呼び出されます。このオブジェクトの依存関係
の実行順序を設定するために、別のオブジェクト
へのスケジュール参照を指定します。この要件を
満たすには、オブジェクトのスケジュールを明
示的に設定できます。たとえば、"schedule":
{"ref": "DefaultSchedule"} と指定します。
ほとんどの場合、すべてのオブジェクトがそのス
ケジュールを継承するように、スケジュール参
照をデフォルトのパイプラインオブジェクトに配
置することをお勧めします。または、パイプライ
ンにスケジュールのツリー (マスタースケジュー
ル内のスケジュール) がある場合は、スケジュー
ル参照がある親オブジェクトを作成できます。
オプションのスケジュール設定の例については、
「https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/
DeveloperGuide/dp-object-schedule.html」を参照
してください。

参照オブジェクト
( "schedule":
{"ref":"myScheduleId"}
など)

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

actionOnResource失敗

このリソースに対するリソースの失敗後に実行さ
れるアクション。有効な値は retryall (指定した
期間内にクラスターに対してすべてのタスクを再
試行する) と retrynone です。

文字列

actionOnTask失敗

このリソースに対するタスクの失敗後に実行され
るアクション。有効な値は "continue"（クラスター
を終了しない）と "terminate" です。

文字列

additionalMasterSecurityGroupIds
EMR クラスターの追加マスターセキュリティグ
ループの ID (sg-01XXXX6a の形式)。詳細について
は、Amazon EMR 管理ガイドの Amazon EMR の
追加セキュリティグループを参照してください。

文字列

additionalSlaveSecurityGroupIds
EMR クラスターの追加スレーブセキュリティグ
ループの ID（sg-01XXXX6a の形式）。

文字列

amiVersion

文字列

クラスターノードをインストールするために
Amazon EMR で使用する Amazon マシンイメージ
(AMI) のバージョン。詳細については、「Amazon
EMR Management Guide」(Amazon EMR 管理ガ
イド) を参照してください。
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

applications

カンマ区切りの引数を指定してクラスターにイン
ストールするアプリケーション。Hive と Pig がデ
フォルトでインストールされます。このパラメー
タは Amazon EMR バージョン 4.0 以降でのみ適用
できます。

文字列

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

availabilityZone

クラスターを実行するアベイラビリティーゾー
ン。

文字列

bootstrapAction

クラスターの開始時に実行するアクション。
カンマで区切って引数を指定できます。ア
クションを複数（最大 255 個）指定するに
は、bootstrapAction フィールドを複数追加し
ます。ブートストラップアクションを使用しない
でクラスターを開始するのが、デフォルトの動作
です。

文字列

設定

Amazon EMR クラスターの設定。このパラメータ
は Amazon EMR バージョン 4.0 以降でのみ適用で
きます。

参照オブジェクト
("configuration":
{"ref":"myEmrConfigurationId"
など)

coreInstanceBid価格

最大スポット料金は、Amazon EC2 インスタンス
に対して支払うスポット料金です。入札価格が指
定されている場合、Amazon EMR では、インスタ
ンスグループのスポットインスタンスが使用され
ます。USD で指定。

文字列

coreInstanceCount

クラスターに使用するコアノードの数。

整数

coreInstanceType

コアノードに使用する Amazon EC2 インスタンス
のタイプ。「Amazon EMR クラスターでサポート
される Amazon EC2 インスタンス (p. 6)」を参照
してください。

文字列

coreGroupConfiguration

Amazon EMR クラスターのコアインスタンスグ
ループの設定。このパラメータは Amazon EMR
バージョン 4.0 以降でのみ適用できます。

参照オブジェクト
(“configuration”:
{“ref”:
“myEmrConfigurationId”}
など)

coreEbsConfiguration

Amazon EMR クラスターのコアグループの各コア
ノードにアタッチされる Amazon EBS ボリューム
の設定。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 EBS 最適化をサ
ポートするインスタンスタイプを参照してくださ
い。

参照オブジェクト
(“coreEbsConfiguration”:
{“ref”:
“myEbsConfiguration”}
など)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

customAmiId

Amazon EMR リリースバージョン 5.7.0 以降にの
み適用されます。Amazon EMR が Amazon EC2
インスタンスをプロビジョンするときに使用す
るカスタム AMI の AMI ID を指定します。クラス
ターノード設定をカスタマイズするために、ブー
トストラップアクションの代わりに使用すること
もできます。詳細については、Amazon EMR 管理
ガイドの次のトピックを参照してください。カス
タム AMI を使用する

文字列

EbsBlockDeviceConfig

インスタンスグループに関連付けられてい
る、要求された Amazon EBS ブロックデバ
イスの設定。指定したボリューム数をイン
スタンスグループ内の各インスタンスに関
連付けるための volumesPerInstance と
volumeSpecification が含まれます。

参照オブジェクト
(“EbsBlockDeviceConfig”:
{“ref”:
“myEbsBlockDeviceConfig”}
など)

• volumesPerInstance は、EBS ボリュームの
数を示します。インスタンスグループ内の各イ
ンスタンスに特定のボリューム設定が関連付け
られます。
• volumeSpecification は、Amazon EMR ク
ラスター内の EC2 インスタンスにアタッチされ
た EBS ボリュームに要求される Amazon EBS
ボリューム仕様 (ボリュームタイプ、IOPS、サ
イズ (GiB) など) です。
emrManagedMasterSecurityGroupId
Amazon EMR クラスターのマスターセキュリティ
グループの識別子 (sg-01XXXX6a の形式)。詳細
については、Amazon EMR 管理ガイドでセキュリ
ティグループの設定を参照してください。

文字列

emrManagedSlaveSecurityGroupId
Amazon EMR クラスターのスレーブセキュリティ
グループの ID (sg-01XXXX6a の形式)。

文字列

enableDebugging

Amazon EMR クラスターでのデバッグを有効にし
ます。

文字列

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

hadoopSchedulerType

クラスターのスケジューラータイプ。有効なタ
イプは、 PARALLEL_FAIR_SCHEDULING、
PARALLEL_CAPACITY_SCHEDULING、
DEFAULT_SCHEDULER です。

一覧表

httpProxy

クライアントが AWS サービスに接続するために使 参照オブジェクト、
用するプロキシホスト。
例えば「HttpProxy」:
{"ref」:」myHttpProxy Id
"}

initTimeout

リソースが起動するまでの待機時間。

[Period] (期間)

keyPair

Amazon EMR クラスターのマスターノードにログ
インするときに使用する Amazon EC2 キーペア。

文字列
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

masterInstanceBid価格

最大スポット料金は、Amazon EC2 インスタンス
に対して支払うスポット料金です。0～20.00 の 10
進数のみ (排他的) です。USD で指定。この値を設
定すると、Amazon EMR クラスターマスターノー
ドのスポットインスタンスが有効になります。入
札価格が指定されている場合、Amazon EMR で
は、インスタンスグループのスポットインスタン
スが使用されます。

文字列

masterInstanceType

マスターノードに使用する Amazon EC2 インスタ
ンスのタイプ。「Amazon EMR クラスターでサ
ポートされる Amazon EC2 インスタンス (p. 6)」
を参照してください。

文字列

masterGroupConfiguration Amazon EMR クラスターのマスターインスタンス
グループの設定。このパラメータは Amazon EMR
バージョン 4.0 以降でのみ適用できます。

参照オブジェクト
(“configuration”:
{“ref”:
“myEmrConfigurationId”}
など)

masterEbsConfiguration

Amazon EMR クラスターのマスターグループの各
マスターノードにアタッチされる Amazon EBS ボ
リュームの設定。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 EBS 最適
化をサポートするインスタンスタイプを参照して
ください。

参照オブジェクト
(“masterEbsConfiguration”:
{“ref”:
“myEbsConfiguration”}
など)

maxActiveInstances

コンポーネントで同時にアクティブになるインス
タンスの最大数。再実行はアクティブなインスタ
ンスの数にはカウントされません。

整数

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数.

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェク
ト ("onFail":
{"ref":"myActionId"}
など)

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト
("onLateAction":
{"ref":"myActionId"}
など)

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト
("onSuccess":
{"ref":"myActionId"}
など)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト ("parent":
{"ref":"myBaseObjectId"}
など)

pipelineLogUri

パイプラインのログをアップロードするための
Amazon S3 URI (''BucketName /Key/ '' '' '' '' '' '' '' '' ''

文字列

region

Amazon EMR クラスターを実行するリージョンの
コード。デフォルトでは、クラスターはパイプラ
インと同じリージョンで実行されます。依存する
データセットと同じリージョンでクラスターを実
行することもできます。

一覧表

releaseLabel

EMR クラスター用のリリースラベル。

文字列

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した
呼び出しのタイムアウト。設定された場合、指定
された期間の進捗状況を報告しないリモートアク
ティビティは停止されたと見なし、再試行できま
す。

[Period] (期間)

resourceRole

AWS Data Pipeline が Amazon EMR クラスターを
作成するときに使用する IAM ロール。デフォルト
のロールは DataPipelineDefaultRole です。

文字列

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

[ Role] ( ロール)

EC2 ノードを作成するために Amazon EMR に渡
される IAM ロール。

文字列

runsOn

このフィールドはこのオブジェクトでは使用でき
ません。

参照オブジェク
ト ("runsOn":
{"ref":"myResourceId"}
など)

serviceAccessSecurityGroupId
Amazon EMR クラスターのサービスアクセスセ
キュリティグループの ID。
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

scheduleType

スケジュールタイプでは、パイプライン定義
のオブジェクトを間隔の最初にスケジュールす
るか、間隔の最後にスケジュールするかを指定
できます。値は、cron、ondemand、および
timeseries です。timeseries スケジューリ
ングでは、インスタンスを各間隔の最後にスケ
ジュールします。cron スケジューリングでは、
インスタンスを各間隔の最初にスケジュールしま
す。ondemand スケジュールにより、アクティ
ベーションごとに 1 回パイプラインを実行する
ことができます。パイプラインを再実行するた
めに、クローンしたり再作成したりする必要は
ありません。ondemand スケジュールを使用す
る場合は、デフォルトオブジェクトで指定し、
パイプラインのオブジェクトに対して指定され
る唯一の scheduleType である必要がありま
す。ondemand パイプラインを使用するには、そ
れ以降の実行ごとに、ActivatePipeline オペ
レーションを呼び出します。

一覧表

subnetId

Amazon EMR クラスターを起動するサブネットの
ID。

文字列

supportedProducts

Amazon EMR クラスターにサードパーティーソフ
トウェアをインストールするパラメータ (Hadoop
のサードパーティーディストリビューションな
ど)。

文字列

taskInstanceBid価格

最大スポット料金は、 EC2 インスタンスに対し
て支払うスポット料金です。0～20.00 の 10 進数
のみ。USD で指定。入札価格が指定されている場
合、Amazon EMR では、インスタンスグループの
スポットインスタンスが使用されます。

文字列

taskInstanceCount

Amazon EMR クラスターで使用するタスクノード
の数。

整数

taskInstanceType

タスクノードに使用する Amazon EC2 インスタン
スのタイプ。

文字列

taskGroupConfiguration

Amazon EMR クラスターのタスクインスタンスグ
ループの設定。このパラメータは Amazon EMR
バージョン 4.0 以降でのみ適用できます。

参照オブジェクト
(“configuration”:
{“ref”:
“myEmrConfigurationId”}
など)

taskEbsConfiguration

Amazon EMR クラスターのタスクグループの各
タスクノードにアタッチされる Amazon EBS ボ
リュームの設定。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 EBS 最適
化をサポートするインスタンスタイプを参照して
ください。

参照オブジェクト
(“taskEbsConfiguration”:
{“ref”:
“myEbsConfiguration”}
など)

terminateAfter

これらの多くの時間が経過した後でリソースを終
了します。

整数

API バージョン 2012-10-29
253

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
EmrCluster

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

VolumeSpecification

Amazon EMR クラスター内の Amazon EC2 イン
スタンスにアタッチされた Amazon EBS ボリュー
ムに要求される Amazon EBS ボリューム仕様 (ボ
リュームタイプ、IOPS、サイズ (GiB) など)。ノー
ドは、コア、マスター、またはタスクノードで
す。

参照オブジェクト
(“VolumeSpecification”:
{“ref”:
“myVolumeSpecification”}
など)

VolumeSpecification には以下が含まれます。
• iops() 整数。Amazon EBS ボリュームがサ
ポートする 1 秒あたりの I/O オペレーション
(IOPS) の数 (例: 1000)。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
EBS I/O 特性を参照してください。
• sizeinGB()。整数。Amazon EBS ボリューム
サイズ (GiB) (例: 500)。ボリュームタイプとハー
ドドライブサイズの有効な組み合わせについて
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイドの EBS ボリュームの種類を参照して
ください。
• volumetType。文字列。Amazon EBS
ボリュームタイプ (例: gp2)。サポート
されているボリュームタイプには、標
準、gp2、io1、st1、sc1 などがあります。詳細
については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイドの EBS ボリュームの種類を参照
してください。
useOnDemandOnLastAttempt
リソースをリクエストする最後の試行で、スポッ
トインスタンスではなくオンデマンドインスタン
スのリクエストを作成します。これにより、以前
の試行がすべて失敗した場合に、最後の試行は中
断されません。

ブール値

workerGroup

このオブジェクトで使用できないフィールド.

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェ
クト、例えば
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した依存関係のチェーンの説
明。

参照オブジェ
クト、例え
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ
ば、"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

Amazon EMR アクティビティの試行でのみ使用可
能なステップログ。

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合はエラー ID。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合はエラーメッ
セージ。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

@failureReason

リソースの失敗の理由。

文字列

@finishedTime

このオブジェクトが実行を終了した時刻。

DateTime

hadoopJobLog

Amazon EMR アクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

@healthStatus

終了状態に達した最後のオブジェクトインスタン
スの成功または失敗を反映する、オブジェクトの
ヘルスステータス。

文字列

@healthStatusFromInstanceId
終了状態に達した最後のインスタンスオブジェク
トの ID。

文字列

@healthStatusUpdated
時間

ヘルス状態が最後に更新された時間。

DateTime

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

@lastDeactivatedTime

このオブジェクトが最後に非アクティブ化された
時刻。

DateTime

@latestCompletedRun
時間

実行が完了した最後の実行の時刻。

DateTime

@latestRunTime

実行がスケジュールされた最後の実行の時刻。

DateTime

@nextRunTime

次回にスケジュールされた実行の時刻。

DateTime

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻.

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻.

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

ライフサイクル内のオブジェクトの場所です。コ
ンポーネントオブジェクトにより、試行オブジェ
クトを実行するインスタンスオブジェクトが発生
します。

文字列

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
目次
• hadoopVersion を使用した Amazon EMR クラスターの起動 (p. 256)
• リリースラベル emr-4.x 以降の Amazon EMR クラスターの起動 (p. 257)
• Amazon EMR クラスターへの追加のソフトウェアのインストール (p. 257)
• 3.xリリースでのサーバー側暗号化の無効化 (p. 258)
• 4.xリリースでのサーバー側暗号化の無効化 (p. 258)
• Hadoop KMS の ACL の設定と HDFS での暗号化ゾーンの作成 (p. 259)
• カスタム IAM ロールを指定する (p. 259)
• EmrCluster Use the AWS SDK for Java (p. 260)
• プライベートサブネットでの Amazon EMR クラスターの設定 (p. 261)
• クラスターノードに EBS ボリュームをアタッチする (p. 263)

hadoopVersion を使用した Amazon EMR クラスターの起動
Example
以下の例では、AMI バージョン 1.0 と Hadoop 0.20 を使用して Amazon EMR クラスターを起動します。
{

"id" : "MyEmrCluster",
"type" : "EmrCluster",
"hadoopVersion" : "0.20",
"keyPair" : "my-key-pair",
"masterInstanceType" : "m3.xlarge",
"coreInstanceType" : "m3.xlarge",
"coreInstanceCount" : "10",
"taskInstanceType" : "m3.xlarge",
"taskInstanceCount": "10",
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"bootstrapAction" : ["s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configurehadoop,arg1,arg2,arg3","s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop/
configure-other-stuff,arg1,arg2"]
}

リリースラベル emr-4.x 以降の Amazon EMR クラスターの起動
Example
次の例では、新しい releaseLabel フィールドを使用して Amazon EMR クラスターを起動します。
{

}

"id" : "MyEmrCluster",
"type" : "EmrCluster",
"keyPair" : "my-key-pair",
"masterInstanceType" : "m3.xlarge",
"coreInstanceType" : "m3.xlarge",
"coreInstanceCount" : "10",
"taskInstanceType" : "m3.xlarge",
"taskInstanceCount": "10",
"releaseLabel": "emr-4.1.0",
"applications": ["spark", "hive", "pig"],
"configuration": {"ref":"myConfiguration"}

Amazon EMR クラスターへの追加のソフトウェアのインストール
Example
EmrCluster には、Amazon EMR クラスターにサードパーティーソフトウェアをインストールする
supportedProducts フィールドが用意されています。これにより、MapR など、Hadoop のカスタム
ディストリビューションをインストールできます。サードパーティソフトウェアは、カンマ区切りの引
数リストとして指定します。以下の例は、EmrCluster の supportedProducts フィールドを使用し
て、Karmasphere Analytics をインストールしたカスタム MapR M3 エディションクラスターを作成し、そ
こで EmrActivity オブジェクトを実行する方法を示しています。
{

"id": "MyEmrActivity",
"type": "EmrActivity",
"schedule": {"ref": "ResourcePeriod"},
"runsOn": {"ref": "MyEmrCluster"},
"postStepCommand": "echo Ending job >> /mnt/var/log/stepCommand.txt",
"preStepCommand": "echo Starting job > /mnt/var/log/stepCommand.txt",
"step": "/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar,-input,s3n://
elasticmapreduce/samples/wordcount/input,-output, \
hdfs:///output32113/,-mapper,s3n://elasticmapreduce/samples/wordcount/
wordSplitter.py,-reducer,aggregate"
},
{
"id": "MyEmrCluster",
"type": "EmrCluster",
"schedule": {"ref": "ResourcePeriod"},
"supportedProducts": ["mapr,--edition,m3,--version,1.2,--key1,value1","karmasphereenterprise-utility"],
"masterInstanceType": "m3.xlarge",
"taskInstanceType": "m3.xlarge"
}
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3.xリリースでのサーバー側暗号化の無効化
Example
AWS Data Pipeline によって作成された Hadoop バージョン 2.x を使用する EmrCluster アクティビティ
では、デフォルトでサーバー側の暗号化が有効になります。サーバー側の暗号化を無効にするには、クラ
スターオブジェクト定義でブートストラップアクションを指定する必要があります。
次の例では、サーバー側の暗号化を無効にして EmrCluster アクティビティを作成します。
{

"id":"NoSSEEmrCluster",
"type":"EmrCluster",
"hadoopVersion":"2.x",
"keyPair":"my-key-pair",
"masterInstanceType":"m3.xlarge",
"coreInstanceType":"m3.large",
"coreInstanceCount":"10",
"taskInstanceType":"m3.large",
"taskInstanceCount":"10",
"bootstrapAction":["s3://Region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop,-e,
fs.s3.enableServerSideEncryption=false"]

}

4.xリリースでのサーバー側暗号化の無効化
Example
EmrConfiguration オブジェクトを使用してサーバー側の暗号化を無効にする必要があります。
次の例では、サーバー側の暗号化を無効にして EmrCluster アクティビティを作成します。
{

"name": "ReleaseLabelCluster",
"releaseLabel": "emr-4.1.0",
"applications": ["spark", "hive", "pig"],
"id": "myResourceId",
"type": "EmrCluster",
"configuration": {
"ref": "disableSSE"
}
},
{
"name": "disableSSE",
"id": "disableSSE",
"type": "EmrConfiguration",
"classification": "emrfs-site",
"property": [{
"ref": "enableServerSideEncryption"
}
]
},
{
"name": "enableServerSideEncryption",
"id": "enableServerSideEncryption",
"type": "Property",
"key": "fs.s3.enableServerSideEncryption",
"value": "false"
}
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Hadoop KMS の ACL の設定と HDFS での暗号化ゾーンの作成
Example
次のオブジェクトは、Hadoop KMS 用の ACL を作成し、暗号化ゾーンと該当する暗号化キーを HDFS で
作成します。
{

"name": "kmsAcls",
"id": "kmsAcls",
"type": "EmrConfiguration",
"classification": "hadoop-kms-acls",
"property": [
{"ref":"kmsBlacklist"},
{"ref":"kmsAcl"}
]
},
{
"name": "hdfsEncryptionZone",
"id": "hdfsEncryptionZone",
"type": "EmrConfiguration",
"classification": "hdfs-encryption-zones",
"property": [
{"ref":"hdfsPath1"},
{"ref":"hdfsPath2"}
]
},
{
"name": "kmsBlacklist",
"id": "kmsBlacklist",
"type": "Property",
"key": "hadoop.kms.blacklist.CREATE",
"value": "foo,myBannedUser"
},
{
"name": "kmsAcl",
"id": "kmsAcl",
"type": "Property",
"key": "hadoop.kms.acl.ROLLOVER",
"value": "myAllowedUser"
},
{
"name": "hdfsPath1",
"id": "hdfsPath1",
"type": "Property",
"key": "/myHDFSPath1",
"value": "path1_key"
},
{
"name": "hdfsPath2",
"id": "hdfsPath2",
"type": "Property",
"key": "/myHDFSPath2",
"value": "path2_key"
}

カスタム IAM ロールを指定する
Example
デフォルトでは、AWS Data Pipeline は Amazon EMR サービスロールとして
DataPipelineDefaultRole を、Amazon EC2 インスタンスプロファイルとして
DataPipelineDefaultResourceRole を渡し、リソースを自動的に作成します。ただし、カスタム
API バージョン 2012-10-29
259

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
EmrCluster

Amazon EMR サービスロールとカスタムインスタンスプロファイルを作成して、これらを代わりに使用す
ることもできます。AWS Data Pipeline にはカスタムロールを使用してクラスターを作成するのに十分な
許可が必要であり、さらに AWS Data Pipeline を信頼済みエンティティとして追加する必要があります。
次のオブジェクト例では、Amazon EMR クラスターのカスタムロールを指定します。
{

}

"id":"MyEmrCluster",
"type":"EmrCluster",
"hadoopVersion":"2.x",
"keyPair":"my-key-pair",
"masterInstanceType":"m3.xlarge",
"coreInstanceType":"m3.large",
"coreInstanceCount":"10",
"taskInstanceType":"m3.large",
"taskInstanceCount":"10",
"role":"emrServiceRole",
"resourceRole":"emrInstanceProfile"

EmrCluster Use the AWS SDK for Java
Example
次の例では、EmrCluster と EmrActivity を使用して Amazon EMR 4.x クラスターを作成し、Java
SDK を使用して Spark ステップを実行する方法を示します。
public class dataPipelineEmr4 {
public static void main(String[] args) {
AWSCredentials credentials = null;
credentials = new ProfileCredentialsProvider("/path/to/
AwsCredentials.properties","default").getCredentials();
DataPipelineClient dp = new DataPipelineClient(credentials);
CreatePipelineRequest createPipeline = new
CreatePipelineRequest().withName("EMR4SDK").withUniqueId("unique");
CreatePipelineResult createPipelineResult = dp.createPipeline(createPipeline);
String pipelineId = createPipelineResult.getPipelineId();
PipelineObject emrCluster = new PipelineObject()
.withName("EmrClusterObj")
.withId("EmrClusterObj")
.withFields(
new Field().withKey("releaseLabel").withStringValue("emr-4.1.0"),
new Field().withKey("coreInstanceCount").withStringValue("3"),
new Field().withKey("applications").withStringValue("spark"),
new Field().withKey("applications").withStringValue("Presto-Sandbox"),
new Field().withKey("type").withStringValue("EmrCluster"),
new Field().withKey("keyPair").withStringValue("myKeyName"),
new Field().withKey("masterInstanceType").withStringValue("m3.xlarge"),
new Field().withKey("coreInstanceType").withStringValue("m3.xlarge")
);
PipelineObject emrActivity = new PipelineObject()
.withName("EmrActivityObj")
.withId("EmrActivityObj")
.withFields(
new Field().withKey("step").withStringValue("command-runner.jar,spark-submit,-executor-memory,1g,--class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/lib/sparkexamples.jar,10"),
new Field().withKey("runsOn").withRefValue("EmrClusterObj"),
new Field().withKey("type").withStringValue("EmrActivity")
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);
PipelineObject schedule = new PipelineObject()
.withName("Every 15 Minutes")
.withId("DefaultSchedule")
.withFields(
new Field().withKey("type").withStringValue("Schedule"),
new Field().withKey("period").withStringValue("15 Minutes"),
new Field().withKey("startAt").withStringValue("FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME")
);
PipelineObject defaultObject = new PipelineObject()
.withName("Default")
.withId("Default")
.withFields(
new Field().withKey("failureAndRerunMode").withStringValue("CASCADE"),
new Field().withKey("schedule").withRefValue("DefaultSchedule"),
new Field().withKey("resourceRole").withStringValue("DataPipelineDefaultResourceRole"),
new Field().withKey("role").withStringValue("DataPipelineDefaultRole"),
new Field().withKey("pipelineLogUri").withStringValue("s3://myLogUri"),
new Field().withKey("scheduleType").withStringValue("cron")
);
List<PipelineObject> pipelineObjects = new ArrayList<PipelineObject>();
pipelineObjects.add(emrActivity);
pipelineObjects.add(emrCluster);
pipelineObjects.add(defaultObject);
pipelineObjects.add(schedule);
PutPipelineDefinitionRequest putPipelineDefintion = new PutPipelineDefinitionRequest()
.withPipelineId(pipelineId)
.withPipelineObjects(pipelineObjects);
PutPipelineDefinitionResult putPipelineResult =
dp.putPipelineDefinition(putPipelineDefintion);
System.out.println(putPipelineResult);
ActivatePipelineRequest activatePipelineReq = new ActivatePipelineRequest()
.withPipelineId(pipelineId);
ActivatePipelineResult activatePipelineRes = dp.activatePipeline(activatePipelineReq);
System.out.println(activatePipelineRes);
System.out.println(pipelineId);
}
}

プライベートサブネットでの Amazon EMR クラスターの設定
Example
この例には、VPC のプライベートサブネット内でクラスターを起動する設定が含まれています。詳細につ
いては、Amazon EMR 管理ガイドの VPC で Amazon EMR クラスターを起動するを参照してください。
この設定はオプションです。この設定は、EmrCluster オブジェクトを使用する任意のパイプラインで使
用できます。
プライベートサブネットで Amazon EMR クラスターを起動するには
SubnetId、emrManagedMasterSecurityGroupId、emrManagedSlaveSecurityGroupId、および
serviceAccessSecurityGroupId を EmrCluster 設定で指定します。
{
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"objects": [
{
"output": {
"ref": "S3BackupLocation"
},
"input": {
"ref": "DDBSourceTable"
},
"maximumRetries": "2",
"name": "TableBackupActivity",
"step": "s3://dynamodb-emr-#{myDDBRegion}/emr-ddb-storage-handler/2.1.0/emrddb-2.1.0.jar,org.apache.hadoop.dynamodb.tools.DynamoDbExport,#{output.directoryPath},#{input.tableName
"id": "TableBackupActivity",
"runsOn": {
"ref": "EmrClusterForBackup"
},
"type": "EmrActivity",
"resizeClusterBeforeRunning": "false"
},
{
"readThroughputPercent": "#{myDDBReadThroughputRatio}",
"name": "DDBSourceTable",
"id": "DDBSourceTable",
"type": "DynamoDBDataNode",
"tableName": "#{myDDBTableName}"
},
{
"directoryPath": "#{myOutputS3Loc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-mmss')}",
"name": "S3BackupLocation",
"id": "S3BackupLocation",
"type": "S3DataNode"
},
{
"name": "EmrClusterForBackup",
"coreInstanceCount": "1",
"taskInstanceCount": "1",
"taskInstanceType": "m4.xlarge",
"coreInstanceType": "m4.xlarge",
"releaseLabel": "emr-4.7.0",
"masterInstanceType": "m4.xlarge",
"id": "EmrClusterForBackup",
"subnetId": "#{mySubnetId}",
"emrManagedMasterSecurityGroupId": "#{myMasterSecurityGroup}",
"emrManagedSlaveSecurityGroupId": "#{mySlaveSecurityGroup}",
"serviceAccessSecurityGroupId": "#{myServiceAccessSecurityGroup}",
"region": "#{myDDBRegion}",
"type": "EmrCluster",
"keyPair": "user-key-pair"
},
{
"failureAndRerunMode": "CASCADE",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"pipelineLogUri": "#{myPipelineLogUri}",
"scheduleType": "ONDEMAND",
"name": "Default",
"id": "Default"
}
],
"parameters": [
{
"description": "Output S3 folder",
"id": "myOutputS3Loc",
"type": "AWS::S3::ObjectKey"
},
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{

"description": "Source DynamoDB table name",
"id": "myDDBTableName",
"type": "String"
},
{
"default": "0.25",
"watermark": "Enter value between 0.1-1.0",
"description": "DynamoDB read throughput ratio",
"id": "myDDBReadThroughputRatio",
"type": "Double"
},
{
"default": "us-east-1",
"watermark": "us-east-1",
"description": "Region of the DynamoDB table",
"id": "myDDBRegion",
"type": "String"
}

}

],
"values": {
"myDDBRegion": "us-east-1",
"myDDBTableName": "ddb_table",
"myDDBReadThroughputRatio": "0.25",
"myOutputS3Loc": "s3://s3_path",
"mySubnetId": "subnet_id",
"myServiceAccessSecurityGroup": "service access security group",
"mySlaveSecurityGroup": "slave security group",
"myMasterSecurityGroup": "master security group",
"myPipelineLogUri": "s3://s3_path"
}

クラスターノードに EBS ボリュームをアタッチする
Example
EBS ボリュームは、パイプライン内の EMR クラスターの任意のノードタイプにアタッチできます。EBS
ボリュームをノードにアタッチするには、coreEbsConfiguration、masterEbsConfiguration、お
よび TaskEbsConfiguration を EmrCluster 設定で使用します。
この Amazon EMR クラスターの例では、マスター、タスク、およびコアノードで Amazon EBS ボリュー
ムを使用します。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドのAmazon EMR での Amazon EBS ボリュー
ムを参照してください。
これら設定はオプションです。これらの設定は、EmrCluster オブジェクトを使用する任意のパイプライ
ンで使用できます。
パイプラインで、EmrCluster オブジェクト設定をクリックします。次に [Master EBS Configuration (マ
スター EBS 設定)]、[Core EBS Configuration (コア EBS 設定)]、または [Task EBS Configuration (タスク
EBS 設定)] を選択し、次の例のような設定詳細を入力します。
{

"objects": [
{
"output": {
"ref": "S3BackupLocation"
},
"input": {
"ref": "DDBSourceTable"
},
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"maximumRetries": "2",
"name": "TableBackupActivity",
"step": "s3://dynamodb-emr-#{myDDBRegion}/emr-ddb-storage-handler/2.1.0/emrddb-2.1.0.jar,org.apache.hadoop.dynamodb.tools.DynamoDbExport,#{output.directoryPath},#{input.tableName
"id": "TableBackupActivity",
"runsOn": {
"ref": "EmrClusterForBackup"
},
"type": "EmrActivity",
"resizeClusterBeforeRunning": "false"
},
{
"readThroughputPercent": "#{myDDBReadThroughputRatio}",
"name": "DDBSourceTable",
"id": "DDBSourceTable",
"type": "DynamoDBDataNode",
"tableName": "#{myDDBTableName}"
},
{
"directoryPath": "#{myOutputS3Loc}/#{format(@scheduledStartTime, 'YYYY-MM-dd-HH-mmss')}",
"name": "S3BackupLocation",
"id": "S3BackupLocation",
"type": "S3DataNode"
},
{
"name": "EmrClusterForBackup",
"coreInstanceCount": "1",
"taskInstanceCount": "1",
"taskInstanceType": "m4.xlarge",
"coreInstanceType": "m4.xlarge",
"releaseLabel": "emr-4.7.0",
"masterInstanceType": "m4.xlarge",
"id": "EmrClusterForBackup",
"subnetId": "#{mySubnetId}",
"emrManagedMasterSecurityGroupId": "#{myMasterSecurityGroup}",
"emrManagedSlaveSecurityGroupId": "#{mySlaveSecurityGroup}",
"region": "#{myDDBRegion}",
"type": "EmrCluster",
"coreEbsConfiguration": {
"ref": "EBSConfiguration"
},
"masterEbsConfiguration": {
"ref": "EBSConfiguration"
},
"taskEbsConfiguration": {
"ref": "EBSConfiguration"
},
"keyPair": "user-key-pair"
},
{
"name": "EBSConfiguration",
"id": "EBSConfiguration",
"ebsOptimized": "true",
"ebsBlockDeviceConfig" : [
{ "ref": "EbsBlockDeviceConfig" }
],
"type": "EbsConfiguration"
},
{
"name": "EbsBlockDeviceConfig",
"id": "EbsBlockDeviceConfig",
"type": "EbsBlockDeviceConfig",
"volumesPerInstance" : "2",
"volumeSpecification" : {
"ref": "VolumeSpecification"
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}
},
{
"name": "VolumeSpecification",
"id": "VolumeSpecification",
"type": "VolumeSpecification",
"sizeInGB": "500",
"volumeType": "io1",
"iops": "1000"
},
{
"failureAndRerunMode": "CASCADE",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"pipelineLogUri": "#{myPipelineLogUri}",
"scheduleType": "ONDEMAND",
"name": "Default",
"id": "Default"
}

}

],
"parameters": [
{
"description": "Output S3 folder",
"id": "myOutputS3Loc",
"type": "AWS::S3::ObjectKey"
},
{
"description": "Source DynamoDB table name",
"id": "myDDBTableName",
"type": "String"
},
{
"default": "0.25",
"watermark": "Enter value between 0.1-1.0",
"description": "DynamoDB read throughput ratio",
"id": "myDDBReadThroughputRatio",
"type": "Double"
},
{
"default": "us-east-1",
"watermark": "us-east-1",
"description": "Region of the DynamoDB table",
"id": "myDDBRegion",
"type": "String"
}
],
"values": {
"myDDBRegion": "us-east-1",
"myDDBTableName": "ddb_table",
"myDDBReadThroughputRatio": "0.25",
"myOutputS3Loc": "s3://s3_path",
"mySubnetId": "subnet_id",
"mySlaveSecurityGroup": "slave security group",
"myMasterSecurityGroup": "master security group",
"myPipelineLogUri": "s3://s3_path"
}

以下も参照してください。
• EmrActivity (p. 184)
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HttpProxy
HttpProxy 独自のプロキシを設定し、それを介して Task RunnerAWS Data Pipeline がサービスにアクセス
できるようにします。この情報を使用して、実行中の Task Runner を設定する必要はありません。

HttpProxy inの例 TaskRunner
次のパイプライン定義は、HttpProxy オブジェクトを示しています。
{

"objects": [
{
"schedule": {
"ref": "Once"
},
"pipelineLogUri": "s3://myDPLogUri/path",
"name": "Default",
"id": "Default"
},
{
"name": "test_proxy",
"hostname": "hostname",
"port": "port",
"username": "username",
"*password": "password",
"windowsDomain": "windowsDomain",
"type": "HttpProxy",
"id": "test_proxy",
},
{
"name": "ShellCommand",
"id": "ShellCommand",
"runsOn": {
"ref": "Resource"
},
"type": "ShellCommandActivity",
"command": "echo 'hello world' "
},
{
"period": "1 day",
"startDateTime": "2013-03-09T00:00:00",
"name": "Once",
"id": "Once",
"endDateTime": "2013-03-10T00:00:00",
"type": "Schedule"
},
{
"role": "dataPipelineRole",
"httpProxy": {
"ref": "test_proxy"
},
"actionOnResourceFailure": "retrynone",
"maximumRetries": "0",
"type": "Ec2Resource",
"terminateAfter": "10 minutes",
"resourceRole": "resourceRole",
"name": "Resource",
"actionOnTaskFailure": "terminate",
"securityGroups": "securityGroups",
"keyPair": "keyPair",
"id": "Resource",
"region": "us-east-1"
}
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}

],
"parameters": []

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

hostname

クライアントが AWS サービスへの接続に使用する 文字列
プロキシのホスト。

port

クライアントが AWS サービスへの接続に使用する 文字列
プロキシホストのポート。

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

*パスワード

プロキシ用のパスワード。

文字列

s3NoProxy

Amazon S3 への接続時に HTTP プロキシを無効に
します。

ブール値

username

プロキシ用のユーザー名。

文字列

windowsDomain

NTLM プロキシ用の Windows ドメイン名。

文字列

windowsWorkgroup

NTLM プロキシ用の Windows ワークグループ名。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID.

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列
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前提条件
以下は AWS Data Pipeline 前提条件オブジェクトです。
オブジェクト
• DynamoDBDataExists (p. 268)
• DynamoDBTableExists (p. 270)
• 存在する (p. 273)
• S3KeyExists (p. 276)
• S3PrefixNotEmpty (p. 279)
• ShellCommandPrecondition (p. 282)

DynamoDBDataExists
DynamoDB テーブルにデータが存在することを確認する前提条件。

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

[ Role] ( ロール)

前提条件を実行するために使用するロールを指定
します。

文字列

tableName

確認する DynamoDB テーブル。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

preconditionTimeout

まだ満たされていない場合に失敗として前提条件
がマークされた後の、起動からの期間

[Period] (期間)

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

currentRetryCount

この試行で前提条件が試みられた回数。

文字列

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

lastRetryTime

この試行内で最後に前提条件が試みられた時刻。

文字列

node

この前提条件が実行されている対象ノード

参照オブジェク
ト、例:「node」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻.

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻.

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

DynamoDBTableExists
DynamoDB テーブルが存在することを確認する前提条件。
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構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

[ Role] ( ロール)

前提条件を実行するために使用するロールを指定
します。

文字列

tableName

確認する DynamoDB テーブル。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

preconditionTimeout

まだ満たされていない場合に失敗として前提条件
がマークされた後の、起動からの期間

[Period] (期間)

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

currentRetryCount

この試行で前提条件が試みられた回数。

文字列

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

lastRetryTime

この試行内で最後に前提条件が試みられた時刻。

文字列

node

この前提条件が実行されている対象ノード

参照オブジェク
ト、例:「node」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
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存在する

実行時フィールド

説明

スロットタイプ
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

存在する
データノードオブジェクトが存在するか確認します。

Note
代わりに、システムで管理される前提条件を使用することをお勧めします。詳細については、
「前提条件 (p. 12)」を参照してください。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。InputData オブジェクトは、このオブジェクト (Ready) と、同
じパイプライン定義ファイルで定義した別のオブジェクトを参照します。CopyPeriod は Schedule オ
ブジェクトです。
{

"id" : "InputData",
"type" : "S3DataNode",
"schedule" : { "ref" : "CopyPeriod" },
"filePath" : "s3://example-bucket/InputData/#{@scheduledStartTime.format('YYYY-MM-ddhh:mm')}.csv",
"precondition" : { "ref" : "Ready" }
},
{
"id" : "Ready",
"type" : "Exists"
}

構文
オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

モートアクティビティを再試行することができま
す。
failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

preconditionTimeout

まだ満たされていない場合に失敗として前提条件
がマークされた後の、起動からの期間

[Period] (期間)

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

node

この前提条件が実行されている対象ノード.

参照オブジェク
ト、例:「node」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻.

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻.

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID.

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列
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以下も参照してください。
• ShellCommandPrecondition (p. 282)

S3KeyExists
Amazon S3 データノードにキーがあるかどうかを確認します。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。前提条件は、s3Key パラメータで参照されるキー (s3://
mybucket/mykey) が存在する場合にトリガーされます。
{
"id" : "InputReady",
"type" : "S3KeyExists",
"role" : "test-role",
"s3Key" : "s3://mybucket/mykey"
}

最初のパイプラインが完了するまで待機する 2 番目のパイプラインで、S3KeyExists を前提条件として
使用することもできます。そのためには、次の操作を行います。
1. 最初のパイプラインの完了の最後に Amazon S3 にファイルを書き込みます。
2. S3KeyExists 前提条件を 2 番目のパイプラインに作成します。

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

[ Role] ( ロール)

前提条件を実行するために使用するロールを指定
します。

文字列

s3Key

Amazon S3 キー｡

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業の完了をもう 1 回試みるまでの
タイムアウト。設定された場合、開始後に設定さ
れた時間内に完了しなかったリモートアクティビ
ティが再試行されます。

[Period] (期間)

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ

[Period] (期間)
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。
maximumRetries

障害時に開始される最大試行数。

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

preconditionTimeout

まだ満たされていない場合に失敗として前提条件
がマークされた後の、起動からの期間.

[Period] (期間)

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した
呼び出しのタイムアウト。設定された場合、指定
された期間の進捗状況を報告しないリモートアク
ティビティは停止されたと見なし、再試行できま
す。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の連続した再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

currentRetryCount

この試行で前提条件が試みられた回数。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

lastRetryTime

この試行内で最後に前提条件が試みられた時刻。

文字列

node

この前提条件が実行されている対象ノード

参照オブジェク
ト、例:「node」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列
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以下も参照してください。
• ShellCommandPrecondition (p. 282)

S3PrefixNotEmpty
所定のプレフィックス（URI で表現）が付いた Amazon S3 オブジェクトが存在することを確認する前提
条件。

例
次は、必須フィールド、任意フィールド、式フィールドを使用した、このオブジェクト型の例です。
{

}

"id" : "InputReady",
"type" : "S3PrefixNotEmpty",
"role" : "test-role",
"s3Prefix" : "#{node.filePath}"

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

[ Role] ( ロール)

前提条件を実行するために使用するロールを指定
します。

文字列

s3Prefix

オブジェクトの存在を確認する Amazon S3 プレ
フィックス。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

preconditionTimeout

まだ満たされていない場合に失敗として前提条件
がマークされた後の、起動からの期間

[Period] (期間)

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

currentRetryCount

この試行で前提条件が試みられた回数。

文字列

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

lastRetryTime

この試行内で最後に前提条件が試みられた時刻。

文字列

node

この前提条件が実行されている対象ノード.

参照オブジェク
ト、例:「node」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻.

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻.

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

以下も参照してください。
• ShellCommandPrecondition (p. 282)
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ShellCommandPrecondition
前提条件として実行できる Unix/Linux シェルコマンド。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

}

"id" : "VerifyDataReadiness",
"type" : "ShellCommandPrecondition",
"command" : "perl check-data-ready.pl"

構文
必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

コマンド

実行するコマンド。この値および関連するパラ
メーターは、Task Runner を実行している環境で
機能する必要があります。

文字列

scriptUri

ダウンロードして、シェルコマンドとして実行す
るファイルの Amazon S3 URI パス。指定できる
scriptUri または command フィールドは 1 つだけ
です。scriptUri はパラメータを使用できません。
代わりに command を使用します。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

attemptStatus

リモートアクティビティから最も最近報告された
ステータス。

文字列

attemptTimeout

リモートの作業完了のタイムアウト。設定された
場合、設定された開始時間内に完了しなかったリ
モートアクティビティを再試行することができま
す。

[Period] (期間)

failureAndRerunモード

依存関係が失敗または再実行されたときのコン
シューマーノードの動作を示します。

一覧表

lateAfterTimeout

オブジェクトが完了しなければならない、パイプ
ライン開始からの経過時間。スケジュールタイプ
が ondemand に設定されていない場合にのみトリ
ガーされます。

[Period] (期間)

maximumRetries

失敗時の最大再試行回数

整数

onFail

現在のオブジェクトが失敗したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、
例えば「onFail」:
{"ref」:」myActionId「}
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

onLateAction

オブジェクトが予定されていないか、まだ完了し
ていない場合にトリガーされるアクション。

参照オブジェクト、
例:"onLateAction「: {"
ref」:」myActionId「}

onSuccess

現在のオブジェクトが成功したときに実行するア
クション。

参照オブジェクト、例
えば「onSuccess」:
{"ref」:」myActionId「}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

preconditionTimeout

まだ満たされていない場合に失敗として前提条件
がマークされた後の、起動からの期間

[Period] (期間)

reportProgressTimeout

reportProgress へのリモート作業の連続した呼び
出しのタイムアウト。設定された場合、指定され
た期間の進捗状況を報告しないリモートアクティ
ビティは停止されたと見なし、再試行できます。

[Period] (期間)

retryDelay

2 回の再試行の間のタイムアウト期間。

[Period] (期間)

scriptArgument

シェルスクリプトに渡される引数

文字列

stderr

コマンドからリダイレクトされたシステムエラー
文字列
メッセージを受け取る Amazon S3 パス。runsOn
フィールドを使用する場合、アクティビティを
実行するリソースが一時的であるため、これは
Amazon S3 パスにする必要があります。ただ
し、workerGroup フィールドを指定した場合は、
ローカルファイルパスを指定できます。

stdout

コマンドからリダイレクトされた出力を受け取る
文字列
Amazon S3 パス。runsOn フィールドを使用する
場合、アクティビティを実行するリソースが一時
的であるため、これは Amazon S3 パスにする必要
があります。ただし、workerGroup フィールドを
指定した場合は、ローカルファイルパスを指定で
きます。

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@activeInstances

現在スケジュールされているアクティブなインス
タンスオブジェクトのリスト。

参照オブジェクト、例:
「ActiveInstances」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@actualEndTime

このオブジェクトの実行が終了した時刻。

DateTime

@actualStartTime

このオブジェクトの実行が開始された時刻。

DateTime

cancellationReason

このオブジェクトがキャンセルされた場合の
cancellationReason。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@cascadeFailedOn

オブジェクトが失敗した際の依存関係チェーンの
説明。

参照オブジェクト、
例:"cascadeFailedOn「:
{"
ref」:」myRunnableObject
Id "}

emrStepLog

EMR アクティビティの試行でのみ使用可能な
EMR ステップログ

文字列

errorId

このオブジェクトが失敗した場合は errorId。

文字列

errorMessage

このオブジェクトが失敗した場合は
errorMessage。

文字列

errorStackTrace

このオブジェクトが失敗した場合は、エラース
タックトレース。

文字列

hadoopJobLog

EMR ベースのアクティビティで試みることができ
る Hadoop ジョブのログ。

文字列

hostname

タスクの試行を取得したクライアントのホスト
名。

文字列

node

この前提条件が実行されている対象ノード

参照オブジェク
ト、例:「node」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

reportProgressTime

リモートアクティビティで進捗状況が報告された
最新の時刻。

DateTime

@scheduledEndTime

オブジェクトの予定された終了時刻

DateTime

@scheduledStartTime

オブジェクトの予定された開始時刻

DateTime

@status

このオブジェクトのステータス。

文字列

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

@waitingOn

このオブジェクトが待機している依存関係のリス
トの説明。

参照オブジェクト、
例えば「WaitingOn」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列
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以下も参照してください。
• ShellCommandActivity (p. 227)
• 存在する (p. 273)

データベース
以下は AWS Data Pipeline データベースオブジェクトです。
オブジェクト
• JdbcDatabase (p. 285)
• RdsDatabase (p. 286)
• RedshiftDatabase (p. 288)

JdbcDatabase
JDBC データベースを定義します。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

}

"id" : "MyJdbcDatabase",
"type" : "JdbcDatabase",
"connectionString" : "jdbc:redshift://hostname:portnumber/dbname",
"jdbcDriverClass" : "com.amazon.redshift.jdbc41.Driver",
"jdbcDriverJarUri" : "s3://redshift-downloads/drivers/RedshiftJDBC41-1.1.6.1006.jar",
"username" : "user_name",
"*password" : "my_password"

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

connectionString

データベースにアクセスする JDBC 接続文字列。

文字列

jdbcDriverClass

JDBC 接続を確立する前にロードするドライバク
ラス。

文字列

*パスワード

指定するパスワード.

文字列

username

データベースに接続するときに指定するユーザー
名.

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

databaseName

アタッチする論理データベースの名前

文字列
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RdsDatabase

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

jdbcDriverJarウリ

データベースに接続するために使用される JDBC
ドライバを含む JAR ファイルの、Amazon S3 で
の場所。AWS Data Pipeline には、この JAR ファ
イルを読み取るアクセス権限が必要です。

文字列

jdbcProperties

このデータベースの JDBC 接続のプロパティとし
て設定される A=B 形式のペア.

文字列

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトを作成したパイプラインのバージョ
ン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

RdsDatabase
Amazon RDS データベースを定義します。

Note
RdsDatabase Aurora はサポートされません。代わりに、Aurora には the section called
“JdbcDatabase” (p. 285) を使用してください。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

"id" : "MyRdsDatabase",
"type" : "RdsDatabase",
"region" : "us-east-1",
"username" : "user_name",
"*password" : "my_password",
"rdsInstanceId" : "my_db_instance_identifier"
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}

Oracle エンジンの場合、jdbcDriverJarUriこのフィールドは必須で、次のドライバを指定できま
す。http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/jdbc-drivers-12cdownload-1958347.html。 SQL Server エンジンの場合、jdbcDriverJarUriこのフィールド
は必須で、次のドライバを指定できます。https://www.microsoft.com/en-us/download/
details.aspx?displaylang=en&id=11774。 MySQL エンジンと PostgreSQL エンジンの場
合、jdbcDriverJarUriこのフィールドはオプションです。

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

*パスワード

指定するパスワード.

文字列

rdsInstanceId

DB インスタンスの DBInstanceIdentifier プ
ロパティ。

文字列

username

データベースに接続するときに指定するユーザー
名.

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

databaseName

アタッチする論理データベースの名前

文字列

jdbcDriverJarウリ

データベースに接続するために使用される JDBC
ドライバを含む JAR ファイルの、Amazon S3 で
の場所。AWS Data Pipeline には、この JAR ファ
イルを読み取るアクセス権限が必要です。MySQL
および PostgreSQL エンジンの場合、このフィー
ルドを指定しないとデフォルトドライバーが使用
されますが、このフィールドを使用してデフォル
トを上書きできます。Oracle および SQL Server
エンジンの場合、このフィールドは必須です。

文字列

jdbcProperties

このデータベースの JDBC 接続のプロパティとし
て設定される A=B 形式のペア.

文字列

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェクト、
例えば「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

region

データベースがあるリージョンのコード。例え
ば、us-east-1 などです。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトを作成したパイプラインのバージョ
ン。

文字列
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

RedshiftDatabase
Amazon Redshift データベースを定義します。RedshiftDatabase は、パイプラインで使用されるデー
タベースのプロパティを表します。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

}

"id" : "MyRedshiftDatabase",
"type" : "RedshiftDatabase",
"clusterId" : "myRedshiftClusterId",
"username" : "user_name",
"*password" : "my_password",
"databaseName" : "database_name"

デフォルトでは、このオブジェクトでは clusterId フィールドを必要とする Postgres ドライバーが使
用されます。Amazon Redshift ドライバーを使用するには、代わりに connectionString フィールドで
Amazon Redshift コンソールの Amazon Redshift データベース接続文字列 ("jdbc:redshift:" で始まる) を指
定します。

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

*パスワード

指定するパスワード.

文字列

username

データベースに接続するときに指定するユーザー
名.

文字列

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

clusterId

Amazon Redshift クラスターの作成時にユーザー
によって指定された識別子。例えば、Amazon
Redshift クラスターのエンドポイントが
mydb.example.us-east-1.redshift.amazonaws.com
の場合、正しい識別子は mydb です。この値
は、Amazon Redshift コンソールでクラスター識
別子またはクラスター名から取得できます。

文字列

API バージョン 2012-10-29
288

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
データ形式

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

connectionString

パイプラインとは異なるアカウントが所有する
Amazon Redshift インスタンスに接続するための
JDBC エンドポイント。connectionString と
clusterId の両方を指定することはできません。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

databaseName

アタッチする論理データベースの名前.

文字列

jdbcProperties

このデータベースの JDBC 接続のプロパティとし
て設定する A=B 形式のペア。

文字列

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェクト、
例えば「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

region

データベースがあるリージョンのコード。例え
ば、us-east-1 などです。

一覧表

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトを作成したパイプラインのバージョ
ン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

データ形式
以下は AWS Data Pipeline データ形式オブジェクトです。
オブジェクト
• CSV データ形式 (p. 290)
• Custom データ形式 (p. 291)
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• DynamoDBDataFormat (p. 292)
• DynamoDBExportDataFormat (p. 294)
• RegEx データフォーマット (p. 296)
• TSV データ形式 (p. 297)

CSV データ形式
列区切り文字がカンマで、レコード区切り文字が改行文字である、カンマ区切りデータ形式。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

}

"id" : "MyOutputDataType",
"type" : "CSV",
"column" : [
"Name STRING",
"Score INT",
"DateOfBirth TIMESTAMP"
]

構文
オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

列

このデータノードで記述されたデータに対して各
フィールドで指定されたデータ型を持つ列名。例:
hostname STRING。複数の値の場合は、列名と
データ型をスペースで区切って使用します。

文字列

escapeChar

後続の 1 文字を無視することをパーサーに指示す
る文字（たとえば "\"）。

文字列

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

Custom データ形式
特定の列区切り文字、レコード区切り文字、エスケープ文字を組み合わせて定義するカスタムデータ形
式。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

}

"id" : "MyOutputDataType",
"type" : "Custom",
"columnSeparator" : ",",
"recordSeparator" : "\n",
"column" : [
"Name STRING",
"Score INT",
"DateOfBirth TIMESTAMP"
]

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

columnSeparator

データファイルの列の終端を示す文字。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

列

このデータノードで記述されたデータに対して各
フィールドで指定されたデータ型を持つ列名。例:
hostname STRING。複数の値の場合は、列名と
データ型をスペースで区切って使用します。

文字列

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

recordSeparator

データファイルの行の終端を示す文字（たとえば
"\n"）。単一の文字のみがサポートされます。

文字列
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実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

DynamoDBDataFormat
DynamoDB テーブルにスキーマを適用して、Hive クエリでアクセスできるようにしま
す。DynamoDBDataFormat は、HiveActivity オブジェクトおよび DynamoDBDataNode の入出
力と共に使用されます。DynamoDBDataFormat では、Hive クエリのすべての列を指定する必要が
あります。Hive クエリで特定の列を柔軟に指定する方法の詳細または Amazon S3 サポートについて
は、DynamoDBExportDataFormat (p. 294) を参照してください。

Note
DynamoDB のブール型は、Hive のブール型にマッピングされません。ただし、Hive のブール型
に、0 または 1 の DynamoDB 整数値をマッピングすることができます。

例
以下の例は、DynamoDBDataFormat を使用して DynamoDBDataNode 入力にスキーマを割り当てる方
法を示します。こうすることで、HiveActivity オブジェクトがデータに列名でアクセスし、データを
DynamoDBDataNode 出力にコピーできるようになります。
{

"objects": [
{
"id" : "Exists.1",
"name" : "Exists.1",
"type" : "Exists"
},
{
"id" : "DataFormat.1",
"name" : "DataFormat.1",
"type" : "DynamoDBDataFormat",
"column" : [
"hash STRING",
"range STRING"
]
},
{
"id" : "DynamoDBDataNode.1",
"name" : "DynamoDBDataNode.1",
"type" : "DynamoDBDataNode",
"tableName" : "$INPUT_TABLE_NAME",
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
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}

]

"dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
},
{
"id" : "DynamoDBDataNode.2",
"name" : "DynamoDBDataNode.2",
"type" : "DynamoDBDataNode",
"tableName" : "$OUTPUT_TABLE_NAME",
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
},
{
"id" : "EmrCluster.1",
"name" : "EmrCluster.1",
"type" : "EmrCluster",
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"masterInstanceType" : "m1.small",
"keyPair" : "$KEYPAIR"
},
{
"id" : "HiveActivity.1",
"name" : "HiveActivity.1",
"type" : "HiveActivity",
"input" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.1" },
"output" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.2" },
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"runsOn" : { "ref" : "EmrCluster.1" },
"hiveScript" : "insert overwrite table ${output1} select * from ${input1} ;"
},
{
"id" : "ResourcePeriod",
"name" : "ResourcePeriod",
"type" : "Schedule",
"period" : "1 day",
"startDateTime" : "2012-05-04T00:00:00",
"endDateTime" : "2012-05-05T00:00:00"
}

構文
オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

列

このデータノードで記述されたデータに対して各
フィールドで指定されたデータ型を持つ列名。例:
hostname STRING。複数の値の場合は、列名と
データ型をスペースで区切って使用します。

文字列

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト (「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "} など)

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトを作成するために使用されたパイプ
ラインのバージョン。

文字列
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエ
ラー。

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

DynamoDBExportDataFormat
DynamoDB テーブルにスキーマを適用して、Hive クエリでアクセスできるようにしま
す。DynamoDBExportDataFormat は、HiveCopyActivity オブジェクトと、DynamoDBDataNode ま
たは S3DataNode の入出力と共に使用します。DynamoDBExportDataFormat には以下の利点がありま
す。
• DynamoDB と Amazon S3 の両方のサポートを提供します。
• Hive クエリで特定の列によってデータをフィルタリングすることができます。
• スパースなスキーマである場合でも、DynamoDB のすべての属性をエクスポートします。

Note
DynamoDB のブール型は、Hive のブール型にマッピングされません。ただし、Hive のブール型
に、0 または 1 の DynamoDB 整数値をマッピングすることができます。

例
以下の例は、HiveCopyActivity と DynamoDBExportDataFormat を使用して、タイムスタンプに基
づいてデータをフィルタリングしながら DynamoDBDataNode 間でデータをコピーする方法を示します。
{

"objects": [
{
"id" : "DataFormat.1",
"name" : "DataFormat.1",
"type" : "DynamoDBExportDataFormat",
"column" : "timeStamp BIGINT"
},
{
"id" : "DataFormat.2",
"name" : "DataFormat.2",
"type" : "DynamoDBExportDataFormat"
},
{
"id" : "DynamoDBDataNode.1",
"name" : "DynamoDBDataNode.1",
"type" : "DynamoDBDataNode",
"tableName" : "item_mapped_table_restore_temp",
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.1" }
},
{
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"id" : "DynamoDBDataNode.2",
"name" : "DynamoDBDataNode.2",
"type" : "DynamoDBDataNode",
"tableName" : "restore_table",
"region" : "us_west_1",
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"dataFormat" : { "ref" : "DataFormat.2" }
},
{
"id" : "EmrCluster.1",
"name" : "EmrCluster.1",
"type" : "EmrCluster",
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"masterInstanceType" : "m1.xlarge",
"coreInstanceCount" : "4"
},
{
"id" : "HiveTransform.1",
"name" : "Hive Copy Transform.1",
"type" : "HiveCopyActivity",
"input" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.1" },
"output" : { "ref" : "DynamoDBDataNode.2" },
"schedule" : { "ref" : "ResourcePeriod" },
"runsOn" : { "ref" : "EmrCluster.1" },
"filterSql" : "`timeStamp` > unix_timestamp(\"#{@scheduledStartTime}\", \"yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss\")"
},
{
"id" : "ResourcePeriod",
"name" : "ResourcePeriod",
"type" : "Schedule",
"period" : "1 Hour",
"startDateTime" : "2013-06-04T00:00:00",
"endDateTime" : "2013-06-04T01:00:00"
}
]
}

構文
オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

列

このデータノードで記述されたデータに対して各
フィールドで指定されたデータ型を持つ列名。例:
hostname STRING

文字列

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

RegEx データフォーマット
正規表現によって定義されるカスタムデータ形式。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

"id" : "MyInputDataType",
"type" : "RegEx",
"inputRegEx" : "([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) (-|\\[[^\\]]*\\]) ([^ \"]*|\"[^\"]*\") (-|[0-9]*)
(-|[0-9]*)(?: ([^ \"]*|\"[^\"]*\") ([^ \"]*|\"[^\"]*\"))?",
"outputFormat" : "%1$s %2$s %3$s %4$s %5$s %6$s %7$s %8$s %9$s",
"column" : [
"host STRING",
"identity STRING",
"user STRING",
"time STRING",
"request STRING",
"status STRING",
"size STRING",
"referer STRING",
"agent STRING"
]

}

構文
オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

列

このデータノードで記述されたデータに対して各
フィールドで指定されたデータ型を持つ列名。例:
hostname STRING。複数の値の場合は、列名と
データ型をスペースで区切って使用します。

文字列

inputRegEx

S3 入力ファイルを解析するための正規表現。
inputRegEx ファイル内の比較的構造化されていな
いデータから列を取得する方法を提供します。

文字列

outputFormat

列フィールドはによって取得されましたが
inputRegEx、Java フォーマッタ構文を使用して
%1$s %2$s として参照されます。

文字列
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TSV データ形式

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

TSV データ形式
列区切り文字がタブ文字で、レコード区切り文字が改行文字である、タブ区切りデータ形式。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。
{

}

"id" : "MyOutputDataType",
"type" : "TSV",
"column" : [
"Name STRING",
"Score INT",
"DateOfBirth TIMESTAMP"
]

構文
オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

列

このデータノードで記述されたデータの列名と
データ型。たとえば、"Name STRING" は、列名

文字列
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

が Name で、データ型が STRING であることを示
します。複数の列名とデータ型のペアはカンマで
区切ります (例を参照)。
columnSeparator

1 つの列のフィールドと次の列のフィールドを区切 文字列
る文字。デフォルトは '\t' です。

escapeChar

後続の 1 文字を無視することをパーサーに指示す
る文字（たとえば "\"）。

文字列

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェクト、
例えば「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

recordSeparator

レコードを区切る文字。デフォルトは '\n' です。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトを作成したパイプラインのバージョ
ン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは、試行オブジェクトを実行するインスタンス
オブジェクトを生成します。

文字列

アクション
以下は AWS Data Pipeline アクションオブジェクトです。
オブジェクト
• SnsAlarm (p. 298)
• 終了 (p. 300)

SnsAlarm
アクティビティが失敗するか正常終了すると、Amazon SNS 通知メッセージを送信します。
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例
以下は、このオブジェクト型の例です。node.input および node.output の値は、onSuccess フィー
ルドでこのオブジェクトを参照するデータノードまたはアクティビティから得られます。
{

}

"id" : "SuccessNotify",
"name" : "SuccessNotify",
"type" : "SnsAlarm",
"topicArn" : "arn:aws:sns:us-east-1:28619EXAMPLE:ExampleTopic",
"subject" : "COPY SUCCESS: #{node.@scheduledStartTime}",
"message" : "Files were copied from #{node.input} to #{node.output}."

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

message

Amazon SNS 通知の本文テキスト。

文字列

[ Role] ( ロール)

Amazon SNS アラームを作成するときに使用する
IAM ロール。

文字列

subject

Amazon SNS 通知メッセージの件名行。

文字列

topicArn

メッセージの宛先 Amazon SNS トピックの
ARN。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

node

このアクションが実行されている対象ノード。

参照オブジェク
ト、例:「node」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列
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システムフィールド

説明

スロットタイプ

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID.

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トにより、試行オブジェクトを実行するインスタ
ンスオブジェクトが発生します。

文字列

終了
保留中または未完了のアクティビティ、リソース、またはデータノードの取り消しをトリガーするアク
ション。アクティビティ、リソース、またはデータノードが lateAfterTimeout の値が経過しても開始
しない場合、AWS Data Pipeline はそれを CANCELLED 状態にしようと試みます。
onSuccess、OnFail、または onLateAction リソースを含むアクションを終了することはできませ
ん。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。この例では、MyActivity の onLateAction フィールドは、
アクション DefaultAction1 の参照を含みます。onLateAction のアクションを指定するときは、ア
クティビティが遅れていると見なされてからパイプラインのスケジュールされた開始までの期間を示す
lateAfterTimeout 値も指定する必要があります。
{

"name" : "MyActivity",
"id" : "DefaultActivity1",
"schedule" : {
"ref" : "MySchedule"
},
"runsOn" : {
"ref" : "MyEmrCluster"
},
"lateAfterTimeout" : "1 Hours",
"type" : "EmrActivity",
"onLateAction" : {
"ref" : "DefaultAction1"
},
"step" : [
"s3://myBucket/myPath/myStep.jar,firstArg,secondArg",
"s3://myBucket/myPath/myOtherStep.jar,anotherArg"
]

},
{

}

"name" : "TerminateTasks",
"id" : "DefaultAction1",
"type" : "Terminate"

構文
オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェクト、
例えば「parent」:
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

node

このアクションが実行されている対象ノード。

参照オブジェクト、
例えば「node」:
{"ref」:」myRunnableObject
Id "}

@バージョン

オブジェクトを作成したパイプラインのバージョ
ン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは、試行オブジェクトを実行するインスタンス
オブジェクトを生成します。

文字列

スケジュール
アクティビティの実行など、予定されているイベントのタイミングを定義します。

Note
スケジュールの開始時刻が過去の日時の場合、AWS Data Pipeline はパイプラインをバックフィ
ルして、指定された開始時刻から、実行のスケジュールを直ちに開始します。テストまたは開発
の場合は、比較的短い期間を使用してください。そうしないと、AWS Data Pipeline は、パイプ
ラインのその期間の実行をすべてキューに追加し、スケジュールしようと試みます。AWS Data
Pipeline は、パイプラインコンポーネントの scheduledStartTime が 1 日以上前である場合、
パイプラインのアクティブ化をブロックして、誤ったバックフィルを防ごうと試みます。

例
以下は、このオブジェクト型の例です。これは、2012-09-01 の 00 00:00 に開始し 2012-10-01 の
00:00:00 に終了する毎時間のスケジュールを定義します。最初の期間は 2012-09-01 の 01:00:00 に終了し
ます。
{

"id" : "Hourly",
"type" : "Schedule",
"period" : "1 hours",
"startDateTime" : "2012-09-01T00:00:00",
"endDateTime" : "2012-10-01T00:00:00"
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}

次のパイプラインは、FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME に開始され、2014 年 4 月 25 日の 22:00:00 まで
1 時間ごとに実行されます。
{

}

"id": "SchedulePeriod",
"name": "SchedulePeriod",
"startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
"period": "1 hours",
"type": "Schedule",
"endDateTime": "2014-04-25T22:00:00"

次のパイプラインは、FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME に開始されます。1 時間ごとに実行され、3 回の
実行後、終了されます。
{

}

"id": "SchedulePeriod",
"name": "SchedulePeriod",
"startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME",
"period": "1 hours",
"type": "Schedule",
"occurrences": "3"

次のパイプラインは、2014 年 4 月 25 日の 22:00:00 に開始されます。1 時間ごとに実行され、3 回の実行
後、終了されます。
{

}

"id": "SchedulePeriod",
"name": "SchedulePeriod",
"startDateTime": "2014-04-25T22:00:00",
"period": "1 hours",
"type": "Schedule",
"occurrences": "3"

Default オブジェクトを使用したオンデマンド
{

}

"name": "Default",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"scheduleType": "ondemand"

明示的な Schedule オブジェクトを使用したオンデマンド
{

"name": "Default",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"scheduleType": "ondemand"

},
{

"name": "DefaultSchedule",
"type": "Schedule",
"id": "DefaultSchedule",
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"period": "ONDEMAND_PERIOD",
"startAt": "ONDEMAND_ACTIVATION_TIME"

},

次の例は、Default オブジェクトから Schedule を継承する方法、そのオブジェクトに対して明示的に設定
する方法、または親参照から指定する方法を示します。
Default オブジェクトから継承されたスケジュール
{

}

"objects": [
{
"id": "Default",
"failureAndRerunMode":"cascade",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"pipelineLogUri": "s3://myLogsbucket",
"scheduleType": "cron",
"schedule": {
"ref": "DefaultSchedule"
}
},
{
"type": "Schedule",
"id": "DefaultSchedule",
"occurrences": "1",
"period": "1 Day",
"startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
},
{
"id": "A_Fresh_NewEC2Instance",
"type": "Ec2Resource",
"terminateAfter": "1 Hour"
},
{
"id": "ShellCommandActivity_HelloWorld",
"runsOn": {
"ref": "A_Fresh_NewEC2Instance"
},
"type": "ShellCommandActivity",
"command": "echo 'Hello World!'"
}
]

オブジェクトの明示的なスケジュール
{

"objects": [
{
"id": "Default",
"failureAndRerunMode":"cascade",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"pipelineLogUri": "s3://myLogsbucket",
"scheduleType": "cron"
},
{

"type": "Schedule",
"id": "DefaultSchedule",
"occurrences": "1",
"period": "1 Day",
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}

]

"startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
},
{
"id": "A_Fresh_NewEC2Instance",
"type": "Ec2Resource",
"terminateAfter": "1 Hour"
},
{
"id": "ShellCommandActivity_HelloWorld",
"runsOn": {
"ref": "A_Fresh_NewEC2Instance"
},
"schedule": {
"ref": "DefaultSchedule"
},
"type": "ShellCommandActivity",
"command": "echo 'Hello World!'"
}

親参照からのスケジュール
{

"objects": [
{
"id": "Default",
"failureAndRerunMode":"cascade",
"resourceRole": "DataPipelineDefaultResourceRole",
"role": "DataPipelineDefaultRole",
"pipelineLogUri": "s3://myLogsbucket",
"scheduleType": "cron"
},
{

"id": "parent1",
"schedule": {
"ref": "DefaultSchedule"
}

},
{

]

"type": "Schedule",
"id": "DefaultSchedule",
"occurrences": "1",
"period": "1 Day",
"startAt": "FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME"
},
{
"id": "A_Fresh_NewEC2Instance",
"type": "Ec2Resource",
"terminateAfter": "1 Hour"
},
{
"id": "ShellCommandActivity_HelloWorld",
"runsOn": {
"ref": "A_Fresh_NewEC2Instance"
},
"parent": {
"ref": "parent1"
},
"type": "ShellCommandActivity",
"command": "echo 'Hello World!'"
}
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}

構文
必須フィールド

説明

スロットタイプ

period

パイプラインの実行頻度。形式は、"N [minutes|
hours|days|weeks|months]" です。ここで N は数字
で、その後に時間指定子の 1 つを続けます。たと
えば、"15 minutes" は、15 分ごとにパイプライン
を実行します。最小間隔は 15 分で、最大間隔は 3
年です。

[Period] (期間)

必須のグループ (次のい
ずれかが必要です)

説明

スロットタイプ

startAt

スケジュールされたパイプライン
実行を開始する日時。有効な値は
FIRST_ACTIVATION_DATE_TIME ですが、この値
はオンデマンドパイプラインの作成には推奨され
ていません。

一覧表

startDateTime

スケジュールした実行を開始する日時。
startDateTime または startAt のどちらかを指定す
る必要があります。両方を指定することはできま
せん。

DateTime

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

endDateTime

スケジュールした実行が終了する日時。
startDateTime または StartAt の値より後の日付と
時刻でなければなりません。デフォルトの動作で
は、パイプラインがシャットダウンされるまで実
行をスケジューします。

DateTime

occurrences

パイプラインをアクティブ化してから実行する回
数。でオカレンスを使用することはできません
endDateTime。

整数

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列
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ユーティリティ

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@firstActivationTime

オブジェクト作成の時刻。

DateTime

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

ユーティリティ
次のようなユーティリティオブジェクトでは、その他のパイプラインオブジェクトを設定します。
トピック
• ShellScriptConfig (p. 306)
• EmrConfiguration (p. 307)
• プロパティ (p. 311)

ShellScriptConfig
アクティビティと共に使用して、 preActivityTask postActivityTask
ConfigとConfigのシェルスクリプトを実行します。このオブジェクト
は、HadoopActivity (p. 190)、HiveActivityHiveCopyActivity (p. 203) (p. 197)、およびで使用できま
すPigActivity (p. 209)。スクリプトの S3 URI と引数のリストを指定します。

例
A ShellScriptConfig と引数:
{

}

"id" : "ShellScriptConfig_1”,
"name" : “prescript”,
"type" : "ShellScriptConfig",
"scriptUri": “s3://my-bucket/shell-cleanup.sh”,
"scriptArgument" : ["arg1","arg2"]

構文
このオブジェクトは次のフィールドを含みます。
オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェクト、
例えば「parent」:
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オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

scriptArgument

シェルスクリプトで使う引数のリスト。

文字列

scriptUri

ダウンロードおよび実行する必要がある Amazon
S3 内のスクリプト URI。

文字列

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトを作成したパイプラインのバージョ
ン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは、試行オブジェクトを実行するインスタンス
オブジェクトを生成します。

文字列

EmrConfiguration
EmrConfiguration オブジェクトは、リリース 4.0.0 以降の EMR クラスターに使用される構成です。
構成 (リスト) は RunJobFlow API 呼び出しのパラメータです。Amazon EMR の設定 API は分類とプ
ロパティを使用します。 AWS Data Pipelineは対応する Property EmrConfiguration オブジェクトと
共に、パイプライン実行で起動された EMR クラスターで、対応する Property オブジェクトと共に
Hadoop、Hive、Spark、Pig などのEmrCluster (p. 245)アプリケーションを設定します。構成を変更で
きるのは新しいクラスターの場合のみであるため、 EmrConfiguration 既存のリソースにオブジェクトを
提供することはできません。詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/ElasticMapReduce/latest/
ReleaseGuide/」を参照してください。

例
次の設定オブジェクトは、io.file.buffer.size で fs.s3.block.size および core-site.xml プ
ロパティを設定します。
[

{

}

"classification":"core-site",
"properties":
{
"io.file.buffer.size": "4096",
"fs.s3.block.size": "67108864"
}

API バージョン 2012-10-29
307

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
EmrConfiguration
]

対応するパイプラインオブジェクト定義では、 EmrConfiguration propertyフィールド内のオブジェクト
と Property オブジェクトのリストを使用します。
{

}

"objects": [
{
"name": "ReleaseLabelCluster",
"releaseLabel": "emr-4.1.0",
"applications": ["spark", "hive", "pig"],
"id": "ResourceId_I1mCc",
"type": "EmrCluster",
"configuration": {
"ref": "coresite"
}
},
{
"name": "coresite",
"id": "coresite",
"type": "EmrConfiguration",
"classification": "core-site",
"property": [{
"ref": "io-file-buffer-size"
},
{
"ref": "fs-s3-block-size"
}
]
},
{
"name": "io-file-buffer-size",
"id": "io-file-buffer-size",
"type": "Property",
"key": "io.file.buffer.size",
"value": "4096"
},
{
"name": "fs-s3-block-size",
"id": "fs-s3-block-size",
"type": "Property",
"key": "fs.s3.block.size",
"value": "67108864"
}
]

次の例は、hadoop-env 分類で Hadoop 環境を設定するためのネスト設定です。
[

]

{

}

"classification": "hadoop-env",
"properties": {},
"configurations": [
{
"classification": "export",
"properties": {
"YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE": "2396"
}
}
]
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この設定を使用する、対応するパイプライン定義オブジェクトを次に示します。
{

}

"objects": [
{
"name": "ReleaseLabelCluster",
"releaseLabel": "emr-4.0.0",
"applications": ["spark", "hive", "pig"],
"id": "ResourceId_I1mCc",
"type": "EmrCluster",
"configuration": {
"ref": "hadoop-env"
}
},
{
"name": "hadoop-env",
"id": "hadoop-env",
"type": "EmrConfiguration",
"classification": "hadoop-env",
"configuration": {
"ref": "export"
}
},
{
"name": "export",
"id": "export",
"type": "EmrConfiguration",
"classification": "export",
"property": {
"ref": "yarn-proxyserver-heapsize"
}
},
{
"name": "yarn-proxyserver-heapsize",
"id": "yarn-proxyserver-heapsize",
"type": "Property",
"key": "YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE",
"value": "2396"
},
]

次の例では、EMR クラスターの Hive 固有のプロパティを変更します。
{

"objects": [
{
"name": "hivesite",
"id": "hivesite",
"type": "EmrConfiguration",
"classification": "hive-site",
"property": [
{
"ref": "hive-client-timeout"
}
]
},
{
"name": "hive-client-timeout",
"id": "hive-client-timeout",
"type": "Property",
"key": "hive.metastore.client.socket.timeout",
"value": "2400s"
}
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}

]

構文
このオブジェクトは次のフィールドを含みます。
必須フィールド

説明

スロットタイプ

分類

設定の分類。

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

設定

この設定のサブ設定。

参照オブジェク
ト、例:「構成」:
{"ref」:」myEmrConfiguration
Id "}

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェク
ト、例:「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

property

設定のプロパティ。

参照オブジェクト、
例:「property」:
{"ref」:」myPropertyId「}

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトが作成されたパイプラインのバー
ジョン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは Attempt オブジェクトを実行するインスタン
スオブジェクトを生成します

文字列

以下も参照してください。
• EmrCluster (p. 245)
• プロパティ (p. 311)
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• Amazon EMR リリース ガイド

プロパティ
EmrConfiguration オブジェクトで使用するための単一のキーバリュープロパティ。

例
次のパイプライン定義は、 EmrConfiguration 起動するオブジェクトと対応する Property オブジェクトを
示しています EmrCluster。
{

}

"objects": [
{
"name": "ReleaseLabelCluster",
"releaseLabel": "emr-4.1.0",
"applications": ["spark", "hive", "pig"],
"id": "ResourceId_I1mCc",
"type": "EmrCluster",
"configuration": {
"ref": "coresite"
}
},
{
"name": "coresite",
"id": "coresite",
"type": "EmrConfiguration",
"classification": "core-site",
"property": [{
"ref": "io-file-buffer-size"
},
{
"ref": "fs-s3-block-size"
}
]
},
{
"name": "io-file-buffer-size",
"id": "io-file-buffer-size",
"type": "Property",
"key": "io.file.buffer.size",
"value": "4096"
},
{
"name": "fs-s3-block-size",
"id": "fs-s3-block-size",
"type": "Property",
"key": "fs.s3.block.size",
"value": "67108864"
}
]

構文
このオブジェクトは次のフィールドを含みます。
必須フィールド

説明

スロットタイプ

key

key

文字列
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必須フィールド

説明

スロットタイプ

値

値

文字列

オプションのフィール
ド

説明

スロットタイプ

parent

スロットの継承元となる現在のオブジェクトの
親。

参照オブジェクト、
例えば「parent」:
{"ref」:」myBaseObject
Id "}

実行時フィールド

説明

スロットタイプ

@バージョン

オブジェクトを作成したパイプラインのバージョ
ン。

文字列

システムフィールド

説明

スロットタイプ

@error

形式が正しくないオブジェクトを説明するエラー.

文字列

@pipelineId

このオブジェクトが属するパイプラインの ID。

文字列

@sphere

オブジェクトの球体は、ライフサイクルにおける
その位置を示します。コンポーネントオブジェク
トは、試行オブジェクトを実行するインスタンス
オブジェクトを生成します。

文字列

以下も参照してください。
• EmrCluster (p. 245)
• EmrConfiguration (p. 307)
• Amazon EMR リリース ガイド
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Task Runner の操作
Task Runner は、AWS Data Pipeline をポーリングしてスケジュールされているタスクを検出し、Amazon
EC2 インスタンス、Amazon EMR クラスター、またはその他のコンピューティングリソースで実行する
と同時にそのステータスをレポートするタスクエージェントアプリケーションです。アプリケーションに
よっては、以下を行うことができます。
• 1 つ以上の Task Runner アプリケーションのインストールおよび管理を AWS Data Pipeline に許可す
る。パイプラインがアクティブ化されると、アクティビティの runsOn フィールドで参照されている
デフォルトの Ec2Instance オブジェクトまたは EmrCluster オブジェクトが自動的に作成されま
す。AWS Data Pipeline によって EC2 インスタンスまたは EMR クラスターのマスターノードに Task
Runner がインストールされます。このパターンでは、AWS Data Pipeline がお客様に代わってインスタ
ンス管理またはクラスター管理のほとんどを行うことができます。
• パイプラインの全体または一部を、お客様が管理するリソースで実行する。使用可能なリソースには、
長時間実行されている Amazon EC2 インスタンス、Amazon EMR クラスター、物理サーバーなどが
あります。タスクランナー (Task Runner か、お客様のデバイスにあるカスタムタスクエージェント)
は、AWS Data Pipeline ウェブサービスとの通信が可能であればどこにでもインストールできます。こ
のパターンでは、どのリソースが使用されどのように管理されるかをお客様がほぼ完全に制御できま
すが、Task Runner は手動でインストールおよび設定する必要があります。これを行うには、「Task
Runner を使用した既存のリソースでの作業の実行 (p. 315)」に記載されている手順を使用します。

AWS Data Pipeline で管理されるリソースの Task
Runner
AWS Data Pipeline によってリソースが起動および管理される場合、ウェブサービスはパイプラインのタ
スクを処理するそのリソースに Task Runner を自動的にインストールします。アクティビティオブジェ
クトの runsOn フィールドに、コンピューティングリソース (Amazon EC2 インスタンスまたは Amazon
EMR クラスター) を指定します。AWS Data Pipeline は、このリソースを起動するときに、そのリソー
スに Task Runner をインストールし、runsOn フィールドがそのリソースに設定されている、すべての
アクティビティオブジェクトを処理するよう設定します。AWS Data Pipeline がリソースを終了すると、
シャットダウン前に、Task Runnerのログが Amazon S3 の場所に発行されます。
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たとえば、パイプラインで EmrActivity を使用するばあいは、runsOn フィールドで EmrCluster
リソースを指定します。AWS Data Pipeline は、このアクティビティを処理するときに、Amazon EMR
クラスターを起動し、Task Runner をマスターノードにインストールします。次に、この Task Runner
は、runsOn フィールドがその EmrCluster オブジェクトに設定されている、アクティビティのタスクを
処理します。次のパイプライン定義の抜粋は、2 つのオブジェクト間のこの関係を示します。
{

"id" : "MyEmrActivity",
"name" : "Work to perform on my data",
"type" : "EmrActivity",
"runsOn" : {"ref" : "MyEmrCluster"},
"preStepCommand" : "scp remoteFiles localFiles",
"step" : "s3://myBucket/myPath/myStep.jar,firstArg,secondArg",
"step" : "s3://myBucket/myPath/myOtherStep.jar,anotherArg",
"postStepCommand" : "scp localFiles remoteFiles",
"input" : {"ref" : "MyS3Input"},
"output" : {"ref" : "MyS3Output"}

},
{

"id" : "MyEmrCluster",
"name" : "EMR cluster to perform the work",
"type" : "EmrCluster",
"hadoopVersion" : "0.20",
"keypair" : "myKeyPair",
"masterInstanceType" : "m1.xlarge",
"coreInstanceType" : "m1.small",
"coreInstanceCount" : "10",
"taskInstanceType" : "m1.small",
"taskInstanceCount": "10",
"bootstrapAction" : "s3://elasticmapreduce/libs/ba/configure-hadoop,arg1,arg2,arg3",
"bootstrapAction" : "s3://elasticmapreduce/libs/ba/configure-other-stuff,arg1,arg2"
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}

このアクティビティの実行の詳細および例については、「EmrActivity (p. 184)」を参照してください。
パイプラインに複数の AWS Data Pipeline で管理されるリソースがある場合、Task Runner は各リソース
にインストールされ、そのすべてが AWS Data Pipeline に対して、処理するタスクをポーリングします。

Task Runner を使用した既存のリソースでの作業の
実行
Amazon EC2 インスタンス、物理サーバー、ワークステーションなどのお客様が管理するコンピューティ
ングリソースに Task Runner をインストールできます。Task Runner は、AWS Data Pipeline ウェブサー
ビスとの通信が可能であれば、互換性のある任意のハードウェアまたはオペレーティングシステム上のど
こにでもインストールできます。
このアプローチは、たとえば、組織のファイアウォール内に保存されたデータを、AWS Data Pipeline で
処理するときに便利です。ローカルネットワーク内のサーバーに Task Runner をインストールすることに
よって、ローカルデータベースに安全にアクセスし、実行する次のタスクを AWS Data Pipeline にポーリ
ングできます。AWS Data Pipeline が処理を終了するか、パイプラインを削除した場合、Task Runner イ
ンスタンスは、お客様が手動でシャットダウンするまで、お客様のコンピューティングリソースで実行さ
れ続けます。Task Runner のログはパイプライン実行の完了後も維持されます。
お客様が管理するリソースで Task Runner を使用するには、まず Task Runner をダウンロードし、このセ
クションの手順に従って、お客様のコンピューティングリソースにインストールします。

Note
Task Runner は Linux、UNIX、または macOS にのみインストールできます。Task Runner は
Windows オペレーティングシステムではサポートされていません。
処理する必要のあるパイプラインのアクティビティに、インストールした Task Runner を接続するには、
オブジェクトに workerGroup フィールドを追加し、そのワーカーグループの値をポーリングするように
Task Runner を設定します。そのためには、Task Runner の JAR ファイルを実行するときに、パラメータ
としてワーカーグループ文字列 (例えば、--workerGroup=wg-12345) を渡します。
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{

}

"id" : "CreateDirectory",
"type" : "ShellCommandActivity",
"workerGroup" : "wg-12345",
"command" : "mkdir new-directory"

Task Runner のインストール
このセクションでは、Task Runner をインストールして設定する方法とその前提条件について説明しま
す。インストールは、手動の簡単なプロセスです。

Task Runner をインストールするには
1.

Task Runner は Java バージョン 1.6 または 1.8 を必要とします。Java がインストールされているか
どうか、およびどのバージョンが実行されているかを確認するには、次のコマンドを使用します。
java -version

コンピューターに Java 1.6 または 1.8 がインストールされていない場合は、http://www.oracle.com/
technetwork/java/index.html からこれらのいずれかのバージョンをダウンロードします。Java をダウ
ンロードしてインストールし、次のステップに進みます。
2.

ダウンロードTaskRunner-1.0.jarからhttps://s3.amazonaws.com/datapipeline-us-east-1/us-east-1/
software/latest/TaskRunner/TaskRunner-1.0.jarそして、それをターゲットのコンピューティングリ
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ソース上のフォルダにコピーします。EmrActivity タスクを実行する Amazon EMR クラスターで
は、そのクラスターのマスターノードに Task Runner をインストールします。
3.

Task Runner がコマンドを処理するには、AWS Data Pipeline ウェブサービスに接続する必要があり
ます。このステップでは、データパイプラインを作成または管理するためのアクセス権限が付与され
ている AWS アカウントで Task Runner を設定します。
credentials.json という名前の JSON ファイルを作成します (必要に応じて別の名前を使用
できます)。このファイルは、形式 { "access-id": "MyAccessKeyID", "private-key":
"MySecretAccessKey" } を使用してアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを指定しま
す。Task Runner をインストールしたディレクトリに、このファイルをコピーします。
CLI アクセスには、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが必要です。長期のアクセスキーの
代わりに一時的な認証情報をできるだけ使用します。一時的な認証情報には、アクセスキー ID、シー
クレットアクセスキー、および認証情報の失効を示すセキュリティトークンが含まれています。詳細
については、AWS 全般のリファレンスで「AWS アクセスキーの管理に関するベストプラクティス」
を参照してください。

4.

Task Runner は、HTTPS を使用して AWS Data Pipeline ウェブサービスに接続します。AWS リソー
スを使用している場合は、適切なルーティングテーブルとサブネット ACL で HTTPS が有効になって
いることを確認します。ファイアウォールまたはプロキシを使用している場合は、ポート 443 が開い
ていることを確認します。

(オプション) Task Runner に対する Amazon RDS へ
のアクセス権限の付与
Amazon RDS では、データベースセキュリティグループ (DB セキュリティグループ) を使用して、DB イ
ンスタンスへのアクセスをコントロールできます。DB セキュリティグループは、DB インスタンスへの
ネットワークアクセスをコントロールするファイアウォールのように動作します。デフォルトでは、DB
インスタンスへのネットワークアクセスは無効です。Task Runner が Amazon RDS インスタンスにアク
セスできるようにするには、DB セキュリティグループを変更する必要があります。Task Runner は、そ
れが実行されているインスタンスから Amazon RDS へのアクセス権限を取得します。そのため、Amazon
RDS インスタンスに追加するアカウントとセキュリティグループは、Task Runner のインストール場所に
よって異なります。

EC2-Classic で実行される Task Runner にアクセス権限を付与するには
1.

Amazon RDS コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [ Instances] を選択し、DB インスタンスを選択します。

3.

[Security and Network] (セキュリティとネットワーク) で、セキュリティグループを選択します。この
DB セキュリティグループが選択された状態で [Security Groups] (セキュリティグループ) ページが開
きます。DB セキュリティグループの詳細アイコンを選択します。

4.

[Security Group Details] で、適切な [Connection Type] と [Details] を指定してルールを作成します。
ここで説明したように、これらのフィールドは、Task Runner が実行されている場所によって異なり
ます。
• Ec2Resource
• 接続タイプ: EC2 Security Group
詳細: my-security-group-name(EC2 インスタンス用に作成したセキュリティグループの名
前)
• EmrResource
• 接続タイプ: EC2 Security Group
詳細: ElasticMapReduce-master
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• 接続タイプ: EC2 Security Group
詳細: ElasticMapReduce-slave
• ローカル環境（オンプレミス）
• 接続タイプ: CIDR/IP:
詳細: my-ip-address(コンピュータの IP アドレスまたはコンピュータがファイアウォールの内
側にある場合はネットワークの IP アドレス範囲)
5.

[Add] (追加) をクリックします。

EC2-VPC で実行される Task Runner にアクセス権限を付与するには
1.

Amazon RDS コンソールを開きます。

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.

DB インスタンスの詳細アイコンを選択します。[Security and Network] (セキュリティとネットワー
ク) で、セキュリティグループへのリンクを開き、Amazon EC2 コンソールに移動します。セキュリ
ティグループで使用しているコンソールデザインが古い場合は、コンソールページの上部に表示され
るアイコンを選択して、新しいコンソールデザインに切り替えます。

4.

[Inbound] タブで、[Edit]、[Add Rule] を選択します。DB インスタンスを起動したときに使用するデー
タベースポートを指定します。ここで説明したように、ソースは、Task Runner が実行されている場
所によって異なります。
• Ec2Resource
• my-security-group-id(EC2 インスタンス用に作成したセキュリティグループの ID)
• EmrResource
• master-security-group-id(の ID。ElasticMapReduce-masterセキュリティグループ)
• slave-security-group-id(の ID。ElasticMapReduce-slaveセキュリティグループ)
• ローカル環境（オンプレミス）
• ip-address（コンピューターの IP アドレスか、コンピューターがファイアウォールの内側にあ
る場合はネットワークの IP アドレス範囲）

5.

[Save] (保存) をクリックします。

Task Runner の起動
Task Runner をインストールしたディレクトリに設定されている新しいコマンドプロンプトウィンドウで
次のコマンドを実行して Task Runner を起動します。
java -jar TaskRunner-1.0.jar --config ~/credentials.json --workerGroup=myWorkerGroup -region=MyRegion --logUri=s3://mybucket/foldername

--config オプションは認証情報ファイルを指します。
--workerGroup オプションはワーカーグループの名前を指定します。これは、パイプラインで指定され
ている処理対象のタスクの値と同じである必要があります。
--region オプションは、実行するタスクをプルする対象のサービスリージョンを指定します。
--logUri オプションは、圧縮済みログを Amazon S3 の場所にプッシュするために使用されます。
Task Runner は、アクティブなとき、ログファイルが書き込まれる場所へのパスをターミナルウィンドウ
に出力します。次に例を示します。
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Logging to /Computer_Name/.../output/logs

Task Runner はログインシェルから切り離されて実行される必要があります。ターミナルアプリケーショ
ンを使用してコンピューターに接続している場合は、nohup や screen のようなユーティリティを使用し
て、ログアウト時に Task Runner アプリケーションが終了しないようにする必要があります。コマンドラ
インオプションの詳細については、「Task Runner の設定オプション (p. 319)」を参照してください。

Task Runner のログの確認
Task Runner が動作していることを確認する最も簡単な方法は、ログファイルを書き込んでいるかどう
かをチェックすることです。Task Runner は、Task Runner がインストールされているディレクトリの
下にあるディレクトリ output/logs に時間ごとのログファイルを書き込みます。ファイル名は Task
Runner.log.YYYY-MM-DD-HH となり、HH の値は 00 から 23 (UDT) になります。ストレージ領域を節
約するため、8 時間前より古いログファイルは GZip で圧縮されます。

Task Runner のスレッドと前提条件
Task Runner では、タスク、アクティビティ、前提条件ごとに 1 つのスレッドプールが使用されます。-tasks のデフォルト値は 2 です。これは、タスクプールから 2 つのスレッドが割り当てられ、各スレッド
が AWS Data Pipeline サービスに対して新しいタスクのポーリングを行うことを意味します。つまり、-tasks はパフォーマンスチューニング用の属性であり、パイプラインのスループット最適化のために使用
できます。
前提条件のパイプライン再試行ロジックは Task Runner で実行されます。AWS Data Pipeline に前提条
件オブジェクトをポーリングするために 2 つの前提条件スレッドが割り当てられます。Task Runner で
は、お客様が前提条件で定義した前提条件オブジェクトの retryDelay フィールドと preconditionTimeout
フィールドが優先されます。
多くの場合、前提条件のポーリングのタイムアウトと再試行数の値を小さくすると、アプリケーションの
パフォーマンスが向上する場合があります。同様に、前提条件が長時間実行されるアプリケーションで
は、タイムアウトと再試行数の値を大きくする必要がある可能性があります。前提条件オブジェクトの詳
細については、「前提条件 (p. 12)」を参照してください。

Task Runner の設定オプション
Task Runner の起動時にコマンドラインから使用できる設定オプションを以下に示します。
コマンドラインパラメータ

説明

--help

コマンドラインのヘルプ。例: Java -jar
TaskRunner-1.0.jar --help

--config

credentials.json ファイルのパスとファイル
名。

--accessId

リクエストを行うときに使用する Task Runner 用
の AWS アクセスキー ID。
--accessID オプションと --secretKey オプ
ションを使用すると、credentials.json ファイルを
使用する代わりになります。credentials.json
ファイルも指定した場合は、--accessID オプ
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コマンドラインパラメータ

説明
ションと --secretKey オプションが優先されま
す。

--secretKey

リクエストを行うときに使用する Task Runner
用の AWS シークレットキー。詳細については、
「--accessID」を参照してください。

--endpoint

エンドポイントは、ウェブサービスのエントリポ
イントとなる URL です。リクエストを行うリー
ジョン内の AWS Data Pipeline サービスエンドポ
イント。オプション。一般的にはリージョンの指
定で充分であり、エンドポイントを設定する必要
はありません。AWS Data Pipeline のリージョンと
エンドポイントの一覧については、AWS 全般のリ
ファレンスで「AWS Data Pipeline のリージョンと
エンドポイント」を参照してください。

--workerGroup

Task Runner が作業を取得する対象のワーカーグ
ループの名前。必須。
Task Runner は、ウェブサービスに対するポーリ
ングを行う場合、お客様によって指定された認証
情報と workerGroup の値を使用して、取得す
るタスク (あれば) を選択します。この値には、
わかりやすい任意の名前を使用できます。唯一の
要件は、Task Runner と、対応するパイプライン
アクティビティで、この文字列が一致することで
す。ワーカーグループ名はリージョンにバインド
されます。同一のワーカーグループ名が他のリー
ジョン内に存在しても、Task Runner は常に -region で指定されたリージョンからタスクを取得
します。

--taskrunnerId

進捗状況をレポートするときに使用する Task
Runner の ID。オプション。

--output

ログ出力ファイルの Task Runner ディレクトリ。
オプション。ログファイルは、Amazon S3 にプッ
シュされるまでローカルディレクトリに保管され
ます。このオプションは、デフォルトディレクト
リを上書きします。

--region

使用する リージョン。オプションですが、常に
リージョンを設定することをお勧めします。リー
ジョンを指定しなかった場合、Task Runner で
は、デフォルトのサービスリージョン us-east-1
からタスクが取得されます。
その他のサポートされているリージョンとし
て、eu-west-1、ap-northeast-1、apsoutheast-2、us-west-2 があります。

--logUri

Task Runner が 1 時間おきにログファイルを
バックアップする先の Amazon S3 の場所へのパ
ス。Task Runner が終了すると、ローカルディレ
クトリ内のアクティブなログが Amazon S3 にある
バックアップ先フォルダにプッシュされます。
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コマンドラインパラメータ

説明

--proxyHost

Task Runner クライアントが AWS のサービスに接
続するために使用するプロキシのホスト。

--proxyPort

Task Runner クライアントが AWS のサービスに接
続するために使用するプロキシホストのポート。

--proxyUsername

プロキシ用のユーザー名。

--proxyPassword

プロキシ用のパスワード。

--proxyDomain

NTLM プロキシ用の Windows ドメイン名。

--proxyWorkstation

NTLM プロキシ用の Windows ワークステーション
名。

プロキシ経由による Task Runner の使用
プロキシホストを使用する場合は、Task Runner を起動するときに設定を指定することも、環境変数
HTTPS_PROXY を設定することもできます。Task Runner で使用する環境変数には、AWS コマンドライ
ンインターフェイスで使用するものと同じ設定を指定できます。

Task Runner とカスタム AMI
パイプライン用に Ec2Resource オブジェクトを指定すると、Task Runner のインストールと設定を
実行する AMI を使用して、AWS Data Pipeline によって EC2 インスタンスが作成されます。この場
合、PV 互換のインスタンスタイプが必要です。または、Task Runner を使用してカスタムの AMI を作成
し、Ec2Resource オブジェクトの imageId フィールドを使用して、この AMI の ID を指定することもで
きます。詳細については、「Ec2Resource (p. 238)」を参照してください。
AWS Data Pipeline で Task Runner 用に使用できるようにするには、カスタムの AMI は次の要件を満たす
必要があります。
• インスタンスの実行先と同じリージョンに AMI を作成する。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「独自の AMI の作成」を参照してください。
• 使用する予定のインスタンスタイプで AMI の仮想化タイプがサポートされていることを確認する。た
とえば、インスタンスタイプが I2 または G2 の場合は HVM AMI が必要であり、インスタンスタイプ
が T1、C1、M1、または M2 の場合は PV AMI が必要です。詳細については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドの「Linux AMI 仮想化タイプ」を参照してください。
• 次のソフトウェアをインストールしてください。
• Linux
•
•
•
•
•

Bash
wget
unzip
Java 1.6 または 1.8
cloud-init

• ec2-user という名前のユーザーアカウントを作成して設定します。
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トラブルシューティング
AWS Data Pipeline に問題がある場合、最もよくみられる症状はパイプラインが実行されないことです。
コンソールと CLI から提供されるデータを使用すると、問題を特定し、解決方法を見つけることができま
す。
内容
• パイプラインのエラーを見つける (p. 322)
• パイプラインを処理する Amazon EMR クラスターの特定 (p. 322)
• パイプラインのステータスの詳細を解釈する (p. 323)
• エラーログを見つける (p. 324)
• 一般的な問題を解決する (p. 325)

パイプラインのエラーを見つける
AWS Data Pipeline コンソールは、パイプラインの状態を視覚的に監視し、失敗または未完了のパイプラ
インの実行に関連するエラーを簡単に見つけることができる便利なツールです。

コンソールを使用して、失敗または未完了の実行に関するエラーを見つけるには
1.

[List Pipelines] ページで、パイプラインインスタンスの [Status] 列に [FINISHED] 以外の値が表示され
ている場合は、前提条件が満たされるのをパイプラインが待っているか、または、パイプラインが失
敗してパイプラインの問題を解決する必要があります。

2.

[List Pipelines] (パイプラインの一覧表示) ページで、インスタンスパイプラインを見つけ、その左側
にある三角形を選択して、詳細を展開します。

3.

このパネルの下部にある [View execution details] (実行の詳細の表示) を選択します。[Instance
summary] (インスタンスの概要) パネルが開き、指定したインスタンスの詳細が表示されます。

4.

[Instance summary (インスタンスの概要)] パネルで、インスタンスの横にある三角形を選択して、イ
ンスタンスのその他の詳細を表示し、[詳細]、[More... (さらに...)] の順に選択します。選択したインス
タンスの状態が [失敗] である場合は、詳細ボックスにエラーメッセージ、errorStackTrace、その
他の情報が表示されます。この情報をファイルに保存することができます。[OK] をクリックします。

5.

[Instance summary] (インスタンスの概要) ペインで、[Attempts] (試行) タブを選択し、試行の行ごと
の詳細を確認します。

6.

未完了のインスタンスや失敗したインスタンスに対してアクションを実行するには、インスタンスの
横にあるチェックボックスをオンにします。これによりアクションがアクティブ化されます。次に、
アクション (Rerun|Cancel|Mark Finished) を選択します。

パイプラインを処理する Amazon EMR クラスター
の特定
EMRCluster または EMRActivity が失敗して、AWS Data Pipeline コンソールに表示されるエラー情報
が明確でない場合は、Amazon EMR コンソールを使用して、パイプラインを処理する Amazon EMR クラ
スターを特定することができます。これは、発生したエラーの詳細について記録した Amazon EMR のロ
グを見つけるのに役立ちます。
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詳細な Amazon EMR エラー詳細情報を表示するには
1.

AWS Data Pipeline コンソールで、パイプラインインスタンスの横にある三角形を選択し、インスタ
ンスの詳細を展開します。

2.

[View execution details] (実行の詳細の表示) を選択し、コンポーネントの横にある三角形を選択しま
す。

3.

[Details] (詳細) 列の [More...] (さらに...) を選択します。情報画面が開き、
コンポーネントの詳細情報がリストされます。画面から [instanceParent] 値
(@EmrActivityId_xiFDD_2017-09-30T21:40:13 など) を見つけてコピーします。

4.

Amazon EMR コンソールに移動して、名前が [instanceParent] の値と一致するクラスターを探
し、[Debug] (デバッグ) を選択します。

Note
[Debug] ボタンが機能するには、パイプライン定義で EmrActivity の enableDebugging オ
プションを true に設定し、EmrLogUri オプションに有効なパスを設定しておく必要があり
ます。
5.

これで、どの Amazon EMR クラスターにパイプラインの失敗の原因となったエラーが含まれるかが
判明しました。Amazon EMR 開発者ガイドに記載されているトラブルシューティングのヒントに従っ
てください。

パイプラインのステータスの詳細を解釈する
AWS Data Pipeline コンソールと CLI に表示されるさまざまなステータスレベルは、パイプラインとその
コンポーネントの状態を示します。パイプラインのステータスは、単にパイプラインの概要を表します。
詳細を確認するには、個別のパイプラインコンポーネントのステータスを表示します。これは、コンソー
ルでパイプラインをクリックするか、または CLI を使用してパイプラインコンポーネントの詳細を取得す
ることで、実行できます。

ステータスコード
ACTIVATING
EC2 インスタンスなど、コンポーネントまたはリソースが開始されています。
CANCELED
コンポーネントは、実行前にユーザーまたは AWS Data Pipeline によってキャンセルされました。こ
れは、このコンポーネントが依存する別のコンポーネントまたはリソースで障害が発生した場合に自
動的に発生する可能性があります。
CASCADE_FAILED
コンポーネントまたはリソースが、依存関係の 1 つによるカスケード障害の結果としてキャンセルさ
れましたが、そのコンポーネントはおそらく障害の元の原因ではありませんでした。
DEACTIVATING
パイプラインが非アクティブ化されています。
FAILED
コンポーネントまたはリソースでエラーが発生し、動作を停止しました。コンポーネントまたはリ
ソースに障害が発生すると、キャンセルや障害がそれに依存する他のコンポーネントにカスケードす
る可能性があります。
FINISHED
コンポーネントは割り当てられた作業を完了しました。
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INACTIVE
パイプラインが非アクティブ化されました。
PAUSED
コンポーネントは一時停止され、現在作業を実行していません。
PENDING
パイプラインを初めてアクティブ化する準備が整いました。
RUNNING
リソースは実行中であり、作業を受け取る準備が整いました。
SCHEDULED
リソースの実行がスケジュールされています。
SHUTTING_DOWN
リソースは、作業が正常に完了した後にシャットダウンしています。
SKIPPED
現在のスケジュールより後のタイムスタンプを使用して、パイプラインがアクティブ化された後、コ
ンポーネントは実行間隔をスキップしました。
TIMEDOUT
リソースが terminateAfter しきい値を超過したため、AWS Data Pipeline によって停止され
ました。リソースがこのステータスに達すると、AWS Data Pipeline によってそのリソースの
actionOnResourceFailure、retryDelay、および retryTimeout の値が無視されます。このス
テータスは、リソースにのみ適用されます。
VALIDATING
パイプラインの定義が AWS Data Pipeline によって検証されています。
WAITING_FOR_RUNNER
コンポーネントは、ワーカークライアントが作業項目を取得するのを待っています。コンポーネン
トとワーカークライアントの関係は、そのコンポーネントによって定義されている runsOn または
workerGroup フィールドによって制御されます。
WAITING_ON_DEPENDENCIES
コンポーネントは、作業を実行する前に、デフォルトおよびユーザー設定の前提条件が満たされてい
ることを確認しています。

エラーログを見つける
このセクションでは、AWS Data Pipeline が書き込む各種ログを見つける方法を説明しています。ログを
使用して、特定の障害およびエラーの原因を判断することができます。

パイプラインのログ
永続的な場所にログファイルを作成するようにパイプラインを設定することをお勧めします。以下の例で
は、パイプラインの Default オブジェクトの pipelineLogUri フィールドを使用して、すべてのパイ
プラインコンポーネントがデフォルトで Amazon S3 ログの場所を使用するようにしています (特定のパイ
プラインコンポーネントでログの場所を設定することにより、デフォルトから変更することができます)。
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Note
Task Runner はデフォルトで別の場所にログを保存します。このログは、パイプラインが終了
し、Task Runner を実行するインスタンスが終了すると、使用できないことがあります。詳細に
ついては、「Task Runner のログの確認 (p. 319)」を参照してください。
パイプライン JSON ファイルで AWS Data Pipeline CLI を使用してログの場所を設定するには、パイプラ
インファイルを次のテキストで開始します。
{ "objects": [
{
"id":"Default",
"pipelineLogUri":"s3://mys3bucket/error_logs"
},
...

パイプラインログディレクトリを設定すると、Task Runner は設定されたディレクトリに、Task Runner
ログに関する以前のセクションで説明されているのと同じ書式とファイル名で、ログのコピーを作成しま
す。

Hadoop ジョブと Amazon EMR ステップログ
HadoopActivity (p. 190)、HiveActivity (p. 197)、PigActivity (p. 209) などの Hadoop ベースのアクティビ
ティを使用することによって、ランタイムスロット hadoopJobLog に返された場所で Hadoop ジョブログ
を確認できます。EmrActivity (p. 184) には独自のログ記録機能があり、これらのログは、Amazon EMR に
よって選択されランタイムスロット emrStepLog によって返された場所を使用して保存されます。詳細に
ついては、Amazon EMR 開発者ガイドのログファイルを表示するを参照してください。

一般的な問題を解決する
このトピックでは、AWS Data Pipeline で発生する問題のさまざまな症状と、それを解決するお勧めの手
順を示します。
内容
• ステータスが保留中のままパイプラインが先に進まない (p. 326)
• Runner のステータスを待機してパイプラインコンポーネントが先に進まない (p. 326)
• WAITING_ON_DEPENDENCIES ステータスでパイプラインコンポーネントが先に進まない (p. 326)
• 予定した時期に実行が開始されない (p. 327)
• パイプラインコンポーネントが間違った順番で実行される (p. 327)
• EMR クラスタがエラーで失敗する: リクエストに含まれているセキュリティトークンが無効で
す (p. 328)
• リソースにアクセスするアクセス許可が不十分である (p. 328)
• ステータスコード: 400 エラーコード: パイプラインが見つかりません例外 (p. 328)
• パイプラインを作成するとセキュリティトークンエラーが発生する (p. 328)
• コンソールでパイプラインの詳細を表示できない (p. 328)
• リモートランナーのエラー-ステータスコード: 404、AWS サービス: [Amazon S3] (p. 328)
• アクセスが拒否される - datapipeline 関数を実行する権限がない (p. 329)
• 古い Amazon EMR AMI では、大きい CSV ファイルに対して間違ったデータが作成される可能性があ
る (p. 329)
• AWS Data Pipeline の上限を引き上げる (p. 329)
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ステータスが保留中のままパイプラインが先に進まな
い
PENDING ステータスのまま停止していると思われるパイプラインは、パイプラインがまだアクティブ化
されていないか、パイプライン定義のエラーのためにアクティブ化に失敗したことを示しています。AWS
Data Pipeline CLI を使用してパイプラインを送信したとき、または AWS Data Pipeline コンソールを使用
してパイプラインを保存またはアクティブ化しようとしたときに、エラーが発生しなかったことを確認し
ます。さらに、パイプライン定義が有効であることも確認します。
CLI を使用して画面にパイプライン定義を表示するには、次のように入力します。
aws datapipeline --get-pipeline-definition --pipeline-id df-EXAMPLE_PIPELINE_ID

パイプライン定義が完全であることを確認します。閉じる中括弧があること、必要なカンマがあること、
不明な参照がないこと、その他の構文エラーがないことを確認してください。JSON ファイルの構文を視
覚的に検証できるテキストエディタを使用するのが最善です。

Runner のステータスを待機してパイプラインコン
ポーネントが先に進まない
SCHEDULED 状態のパイプラインに、WAITING_FOR_RUNNER 状態で停止しているように思われるタ
スクがある場合は、そのタスクの runsOn または workerGroup フィールドに有効な値が設定されているこ
とを確認します。両方の値が空か、指定されていない場合、タスクと、タスクを実行するワーカーとの間
に関連付けがないため、タスクを開始できません。これは、作業を定義したが、その作業を実行するコン
ピュータを定義していないという状況です。該当する場合は、パイプラインコンポーネントに割り当てた
workerGroup 値が、Task Runner 用に設定した workerGroup 値と、大文字小文字も含めて厳密に同じ名前
であることを確認します。

Note
runsOn 値を指定して、workerGroup がある場合、workerGroup は無視されます。
この問題のもう一つ考えられる原因は、Task Runner に渡されたエンドポイントおよびアクセスキー
が、AWS Data Pipeline コンソール、または AWS Data Pipeline CLI ツールがインストールされたコン
ピューターと同じでないことです。エラーなしで新しいパイプラインが作成されたように見えても、認証
情報の違いにより、Task Runner が間違った場所をポーリングしているか、正しい場所をポーリングして
いても、アクセス許可が不十分で、パイプライン定義によって指定された作業を特定して実行することが
できません。

WAITING_ON_DEPENDENCIES ステータスでパイプ
ラインコンポーネントが先に進まない
パイプラインが SCHEDULED 状態で、1 つ以上のタスクが WAITING_ON_DEPENDENCIES 状態で停止して
いるような場合は、パイプラインの初期前提条件が満たされていることを確認します。ロジックチェーン
の最初のオブジェクトの前提条件が満たされていない場合、その最初のオブジェクトに依存するオブジェ
クトはどれも WAITING_ON_DEPENDENCIES 状態を抜けることができません。
たとえば、以下のようなパイプライン定義があるとします。この場合、InputData オブジェクトには前
提条件として 'Ready' があり、InputData オブジェクトが完了する前にデータが存在する必要があります。
データが存在しない場合、InputData オブジェクトは、WAITING_ON_DEPENDENCIES 状態のまま、パス
フィールドで指定したデータが使用可能になるまで待ちます。同様に、InputData に依存するすべてのオ
ブジェクトが WAITING_ON_DEPENDENCIES 状態のまま、InputData オブジェクトが FINISHED 状態にな
るまで待ちます。
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{

},
{
...

"id": "InputData",
"type": "S3DataNode",
"filePath": "s3://elasticmapreduce/samples/wordcount/wordSplitter.py",
"schedule":{"ref":"MySchedule"},
"precondition": "Ready"
"id": "Ready",
"type": "Exists"

また、オブジェクトにデータにアクセスする適切なアクセス許可があることを確認します。前の例
で、パスフィールドに指定されたデータへのアクセス許可が認証情報フィールドに含まれていない場
合、InputData オブジェクトはパスフィールドに指定されたデータにアクセスできないため、たとえデー
タが存在していても、WAITING_ON_DEPENDENCIES 状態のまま先に進みません。
また、Amazon S3 と通信するリソースに、パブリック IP アドレスが関連付けられていない可能性もあり
ます。たとえば、パブリックサブネット内の Ec2Resource には、パブリック IP アドレスが関連付けら
れている必要があります。
最後に、状況によっては、関連アクティビティの開始予定よりもはるか前に、リソースインスタンスが
WAITING_ON_DEPENDENCIES 状態になる場合があります。この場合、リソースやアクティビティが失敗
しているように見えることがあります。リソースの動作およびスケジュールタイプの設定の詳細について
は、パイプラインのスケジューリング (p. 21)のトピックのスケジュールタイプを無視するリソースのセク
ションを参照してください。

予定した時期に実行が開始されない
タスクがスケジュール間隔の開始時に開始されるか（Cron スタイルのスケジュールタイプ）、または、ス
ケジュール間隔の終了時に開始されるか（時系列のスケジュールタイプ）を決定する正しいスケジュール
タイプを選択していることを確認します。
さらに、スケジュールオブジェクトで適切な日付を指定していること、および startDateTime と
endDateTime の値が以下の例のように UTC 形式であることを確認します。
{

},

"id": "MySchedule",
"startDateTime": "2012-11-12T19:30:00",
"endDateTime":"2012-11-12T20:30:00",
"period": "1 Hour",
"type": "Schedule"

パイプラインコンポーネントが間違った順番で実行さ
れる
パイプラインコンポーネントの開始時間と終了時間を見ると、間違った順序で実行されているか、また
は、想定とは異なる順序になっている場合があります。起動時に前提条件が満たされていれば、パイプ
ラインコンポーネントは同時に実行を開始できることを理解することが重要です。つまり、パイプライ
ンコンポーネントはデフォルトでは順次実行されません。特定の順序で実行する場合は、前提条件と
dependsOn フィールドを使用して実行順序を制御する必要があります。
dependsOn フィールドに正しい必須パイプラインコンポーネントへの参照が設定済みであること、およ
び、目的の順序を実現するために必要なコンポーネント間のポインタがすべて存在することを確認しま
す。
API バージョン 2012-10-29
327

AWS Data Pipeline デベロッパーガイド
EMR クラスタがエラーで失敗する: リクエスト
に含まれているセキュリティトークンが無効です

EMR クラスタがエラーで失敗する: リクエストに含ま
れているセキュリティトークンが無効です
IAM ロール、ポリシー、信頼関係が、AWS Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)で説明されているとおりに
なっているか確認します。

リソースにアクセスするアクセス許可が不十分である
IAM ロールに設定したアクセス許可によって、AWS Data Pipeline が EMR クラスターおよび EC2 インス
タンスにアクセスしてパイプラインを実行できるかどうかが決まります。さらに、IAM には信頼関係の概
念があり、お客様に代わってリソースを作成することも許可されます。たとえば、EC2 インスタンスを使
用するパイプラインを作成して、データを移動するコマンドを実行するときに、AWS Data Pipeline はこ
の EC2 インスタンスをお客様の代わりにプロビジョニングすることができます。問題が発生した場合、
特に、手動ではアクセスできるのに、AWS Data Pipeline ではアクセスできないリソースが関連する場合
は、IAM ロール、ポリシー、信頼関係がAWS Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)で説明されているとおり
になっているか確認します。

ステータスコード: 400 エラーコード: パイプラインが
見つかりません例外
このエラーは、IAM のデフォルトロールに必要なアクセス許可がなく、AWS Data Pipeline が適切に機能
しないことを意味します。詳細については、「AWS Data Pipeline の IAM ロール (p. 81)」を参照してくだ
さい。

パイプラインを作成するとセキュリティトークンエ
ラーが発生する
パイプラインを作成しようとすると、次のエラーが発生します。
Failed to create pipeline with 'pipeline_name'. エラー: UnrecognizedClientException-THE SECURITY token
included in

コンソールでパイプラインの詳細を表示できない
AWS Data Pipeline コンソールのパイプラインフィルタは、パイプラインが送信された時期に関係なく、
パイプラインの予定された開始日に対して適用されます。予定された開始日を過去の日付にして新しいパ
イプラインを送信することは可能です。この場合、デフォルトの日付フィルタでは表示されないことがあ
ります。パイプラインの詳細を表示するには、日付フィルターを変更して、予定されたパイプライン開始
日が日付フィルタの範囲におさまるようにします。

リモートランナーのエラー-ステータスコード:
404、AWS サービス: [Amazon S3]
このエラーは、Task Runner が Amazon S3 ファイルにアクセスできないことを意味します。以下を確認
してください。
• 認証情報を正しく設定していること
• アクセスしようとしている Amazon S3 バケットが存在すること
• Amazon S3 バケットにアクセスする権限がお客様にあること
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アクセスが拒否される - datapipeline 関数を実行する
権限がない
Task Runner ログに、次のようなエラーが記録されることがあります。
• エラーステータスコード: 403
• AWS サービス: DataPipeline
• AWS Error Code: AccessDenied
• AWS エラーメッセージ: User: arN: aws: sts# XXXXXXXXXXXX: federated-user/i-XXXXXXXXXX is not
authorized to authorized to authorized to authorized to form

Note
このエラーメッセージで、PollForTask は、他の AWS Data Pipeline アクセス権限と置き換わって
いる場合があります。
このエラーメッセージは、指定した IAM ロールが AWS Data Pipeline とやり取りするには、追加のアクセ
ス許可が必要であることを示します。IAM ロールポリシーに、以下の行が含まれていることを確認してく
ださい。PollForTask は、追加するアクセス許可の名前に置き換えます (すべてのアクセス許可を付与する
場合は、* を使用します)。新しい IAM ロールを作成し、それにポリシーを適用する方法については、IAM
の使用のIAM ポリシーを管理するを参照してください。
{
"Action": [ "datapipeline:PollForTask" ],
"Effect": "Allow",
"Resource": ["*"]
}

古い Amazon EMR AMI では、大きい CSV ファイル
に対して間違ったデータが作成される可能性がある
3.9 より前 (3.8 以前) の Amazon EMR AMI では、AWS Data Pipeline はカスタム InputFormat を使用し
て、MapReduce ジョブで使用する CSV ファイルを読み書きします。これは、サービスがテーブルを
Amazon S3 との間でステージングするときに使用されます。この InputFormat の問題は、大きな CSV
ファイルからレコードを読み取ると、正しくコピーされていないテーブルが作成される場合があることか
ら発見されました。この問題は将来の Amazon EMR のリリースで修正されます。Amazon EMR AMI 3.9
または Amazon EMR リリース 4.0.0 以降を使用してください。

AWS Data Pipeline の上限を引き上げる
ときどき、AWS Data Pipeline システムの特定の上限を超えることがあります。たとえば、パイプライン
のデフォルトの上限は、パイプライン数が 20 個、オブジェクト数がそれぞれ 50 個です。上限を超える
パイプラインが必要になった場合は、複数のパイプラインを統合してパイプラインの数を減らし、それ
ぞれのオブジェクト数を増やすことを検討してください。AWS Data Pipeline の制限の詳細については、
「AWS Data Pipeline の制限 (p. 330)」を参照してください。ただし、パイプラインの統合という技を
使っても制限を回避できない場合は、このフォームを使用して、容量の増加を依頼します: Data Pipeline
の上限の引き上げ。
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AWS Data Pipeline の制限
AWS Data Pipeline は、リソースの割り当て量と割り当てレートを制限することで、すべてのユーザーが
容量を利用できるようにします。
内容
• アカウントの制限 (p. 330)
• ウェブサービス呼び出しの制限 (p. 331)
• スケーリングに関する考慮事項 (p. 332)

アカウントの制限
AWS アカウントごとに以下の制限が適用されます。追加の容量が必要な場合は、Amazon Web Services
サポートセンターの申請フォームを使用して容量を増やすことができます。
属性

制限

調整可能

パイプラインの数

100

はい

パイプラインあたりの
オブジェクトの数

100

はい

オブジェクトあたりの
アクティブなインスタ
ンスの数

5

はい

オブジェクトあたりの
フィールドの数

50

いいえ

フィールド名前または
ID あたりの UTF8 バイ
トの数

256

いいえ

フィールドあたりの
UTF8 バイトの数

10,240

いいえ

オブジェクトあたりの
UTF8 バイトの数

15,360 (フィールド名を含む)

いいえ

オブジェクトからのイ
ンスタンス作成レート

5 分に 1 回

いいえ

パイプラインアクティ
ビティの再試行

タスクにつき 5 回

いいえ

再試行間の最小遅延間
隔

2分

いいえ

最小スケジュール間隔

15 分

いいえ

単一のオブジェクトへ
のロールアップの最大
数

32

いいえ
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属性

制限

調整可能

Ec2Resource オブジェ
クトあたりの EC2 イン
スタンスの最大数

1

いいえ

ウェブサービス呼び出しの制限
AWS Data Pipeline は、お客様がウェブサービス API を呼び出すことのできるレートを制限しています。
これらの制限は、お客様に代わってウェブサービス API を呼び出すコンソール、CLI、Task Runner など
の AWS Data Pipeline エージェントにも適用されます。
AWS アカウントごとに以下の制限が適用されます。これは、IAM ユーザーによる使用も含むアカウント全
体の使用量がこれらの制限を超えてはならないことを意味します。
バーストレートを使用すると、アイドル状態の期間においてウェブサービス呼び出しを節約し、短期間に
それらすべてを消費できます。たとえば、CreatePipeline の通常レートは 5 秒に 1 回の呼び出しです。
サービスを 30 秒間呼び出さなければ、6 回の呼び出しが節約されます。その後、ウェブサービスを 1 秒間
に 6 回呼び出すことができます。これはバースト制限を超えず、呼び出しの平均間隔が通常のレートの制
限内であるため、呼び出しはスロットリングされません。
レートの制限を超えると、ウェブサービス呼び出しは失敗し、スロットリング例外が返されます。Task
Runner (ワーカー) のデフォルト実装では、スロットリング例外で失敗した API 呼び出しを自動的に再試
行します。Task Runner にはバックオフがあるため、以降の API 呼び出しの試行間隔は徐々に長くなりま
す。ワーカーを記述する場合は、同じような再試行ロジックを実装することをお勧めします。
これらの制限は、個々の AWS アカウントに対して適用されます。
API

通常のレートの制限

バースト制限

ActivatePipeline

1 秒につき呼び出し 1 回

呼び出し 100 回

CreatePipeline

1 秒につき呼び出し 1 回

呼び出し 100 回

DeletePipeline

1 秒につき呼び出し 1 回

呼び出し 100 回

DescribeObjects

1 秒につき呼び出し 2 回

呼び出し 100 回

DescribePipelines

1 秒につき呼び出し 1 回

呼び出し 100 回

GetPipelineDefinition

1 秒につき呼び出し 1 回

呼び出し 100 回

PollForTask

1 秒につき呼び出し 2 回

呼び出し 100 回

ListPipelines

1 秒につき呼び出し 1 回

呼び出し 100 回

PutPipelineDefinition

1 秒につき呼び出し 1 回

呼び出し 100 回

QueryObjects

1 秒につき呼び出し 2 回

呼び出し 100 回

ReportTaskProgress

1 秒につき呼び出し 10 回

呼び出し 100 回

SetTaskStatus

1 秒につき呼び出し 10 回

呼び出し 100 回

SetStatus

1 秒につき呼び出し 1 回

呼び出し 100 回

ReportTaskRunnerHeartbeat
1 秒につき呼び出し 1 回

呼び出し 100 回
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API

通常のレートの制限

ValidatePipelineDefinition 1 秒につき呼び出し 1 回

バースト制限
呼び出し 100 回

スケーリングに関する考慮事項
AWS Data Pipeline は、多くの同時実行タスクに対応するように拡張でき、大量の作業負荷を処理するた
めに必要なリソースを自動的に作成するよう設定できます。これらの自動的に作成されたリソースは、お
客様の管理下にあり、AWS アカウントのリソースに対する制限の対象となります。例えば、AWS アカウ
ントの EC2 インスタンスの制限が 20 個に設定されている場合に、20 個のノードで構成される Amazon
EMR クラスターを自動的に作成してデータを処理するように AWS Data Pipeline を設定すると、使用可能
なバックフィルリソースを意図せずに使い切ってしまう可能性があります。そのため、設計時にこれらの
リソースの制限を考慮するか、またはアカウントの制限を適宜増やします。
追加の容量が必要な場合は、Amazon Web Services サポートセンターの申請フォームを使用して容量を増
やすことができます。
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AWS Data Pipeline リソース
AWS Data Pipeline の使用に役立つリソースを次に示します。
• AWS Data Pipeline 製品情報 – AWS Data Pipeline に関する情報のメインウェブページです。
• AWS Data Pipeline テクニカル FAQ – この製品について開発者からよく寄せられる上位 20 の質問で
す。
• リリースノート – 現在のリリースの概要を提供します。新機能、解決された問題、既知の問題が具体的
に記載されています。
• AWS Data Pipeline ディスカッションフォーラム – Amazon Web Services に関する技術的な質疑応答の
場である開発者向けのコミュニティベースのフォーラムです。
• クラスとワークショップ – AWS のスキルを磨き、実践的な経験が得られる、ジョブ別の特別コースとセ
ルフペースラボへのリンクです。
• AWS デベロッパーセンター — チュートリアルを確認したり、ツールをダウンロードしたり、AWS デ
ベロッパーイベントについて学べます。
• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションの開発と管理のためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。
• ご利用開始のためのリソースセンター — AWS アカウント をセットアップする方法、AWS コミュニ
ティに参加する方法、最初のアプリケーションを起動する方法が説明されています。
• ハンズオンチュートリアル — step-by-step チュートリアルに従って最初のアプリケーションを起動しま
すAWS。
• AWS ホワイトペーパー – アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックをカバー
し、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートによって書かれた、技術的な AWS ホ
ワイトペーパーの包括的なリストへのリンクです。
• AWS Support センター – 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、他の役立つリソースへ
のリンクも含まれています。
• AWS Support—AWS Support に関する情報のメインウェブページです。 one-on-oneクラウド上のアプ
リケーションの構築および実行を支援するために、迅速な対応を行うサポートチャネルとして機能しま
す。
• お問い合わせ – AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。
• AWS サイトの利用規約 – 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、およびその他のトピックに関する詳細情報です。
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ドキュメント履歴
この文書は、AWS Data Pipeline の 2012 年 10 月 29 日バージョンに関連付けられています。
変更

説明

リリース日

AWS Data Pipelineか
ら他の代替サービスへ
の移行に関するトピッ
クを追加しました。

現在、AWS顧客により良いデータ統合体験を提供する
他のサービスもあります。の一般的なユースケースは
AWS Glue、StepAWS Functions または Amazon MWAA
のいずれかに移行できます。AWS Data Pipeline詳細
については、「からのワークロードの移行AWS Data
Pipeline (p. 2)」を参照してください。

2022 年 12 月 16
日

サポートされている
Amazon EC2 および
Amazon EMR インス
タンスのリストを更新
しました。

サポートされている Amazon EC2 および Amazon EMR イ
ンスタンスのリストを更新しました。詳細については、
「パイプラインの作業アクティビティ用にサポートされて
いるインスタンスタイプ (p. 4)」を参照してください。

2018 年 11 月 9
日

インスタンスに使用さ
れているハードウェア
仮想マシン (HVM) AMI
の ID のリストを更新
しました。
クラスターノードへの
Amazon EBS ボリュー
ムのアタッチと、プラ
イベートサブネット内
での Amazon EMR ク
ラスターの起動に関
する設定を追加しまし
た。

インスタンスに使用されているハードウェア仮想マシン
(HVM) AMI の ID のリストを更新しました。詳細について
は、「構文 (p. 239)」を参照し、imageId を検索してくだ
さい。

EMRcluster オブジェクトに設定オプションを追加しまし 2018 年 4 月 19
た。これらのオプションは、Amazon EMR クラスターを使 日
用するパイプラインで使用できます。
Amazon EMR クラスターのコア、マス
ター、タスクの各ノードに対する Amazon
EBS ボリュームのアタッチを設定するに
は、coreEbsConfiguration、masterEbsConfiguration、TaskEbsConfiguration
の各フィールドを使用します。詳細については、「クラス
ターノードに EBS ボリュームをアタッチする (p. 263)」を
参照してください。

Amazon EMR クラスターをプラ
イベートサブネットで設定するに
は、emrManagedMasterSecurityGroupId、emrManagedSlaveSecurityGroupId、Se
の各フィールドを使用します。詳細については、「プラ
イベートサブネットでの Amazon EMR クラスターの設
定 (p. 261)」を参照してください。
EMRcluster 構文の詳細については、
「EmrCluster (p. 245)」を参照してください。
サポートされている
Amazon EC2 および
Amazon EMR インス
タンスのリストを追加
しました。

パイプライン定義にインスタンスタイプを指定しなかった
場合に、AWS Data Pipeline でデフォルトで作成されるイ
ンスタンスのリストを追加しました。サポートされている
Amazon EC2 および Amazon EMR インスタンスのリスト
を追加しました。詳細については、「パイプラインの作業
アクティビティ用にサポートされているインスタンスタイ
プ (p. 4)」を参照してください。
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変更

説明

リリース日

オンデマンドパイプラ
インのサポートを追加
しました。

• パイプラインを再アクティブ化することで再実行でき
るオンデマンドパイプラインのサポートが追加されまし
た。詳細については、「オンデマンド (p. 22)」を参照し
てください。

2016 年 2 月 22
日

RDS データベースの
追加サポート

• rdsInstanceId、region、および
jdbcDriverJarUri が RdsDatabase (p. 286) に追加さ
れました。
• RdsDatabase もサポートするために
SqlActivity (p. 233) 内の database が更新されました。

2015 年 8 月 17
日

追加の JDBC のサポー
ト

• JdbcDatabase もサポートするために
SqlActivity (p. 233) 内の database が更新されました。

2015 年 7 月 7 日

• jdbcDriverJarUri が JdbcDatabase (p. 285) に追加
されました。
• initTimeout が Ec2Resource (p. 238) と
EmrCluster (p. 245) に追加されました。
• runAsUser が Ec2Resource (p. 238) に追加されまし
た。
HadoopActivity、アベ
イラビリティーゾー
ン、スポットSupport

• Hadoop クラスターに並列作業を送信できるようになり
2015 年 6 月 1 日
ました。詳細については、「HadoopActivity (p. 190)」を
参照してください。
• Ec2Resource (p. 238) と EmrCluster (p. 245) で使用する
スポットインスタンスをリクエストする機能が追加され
ました。
• 指定したアベイラビリティーゾーンで EmrCluster リ
ソースを起動する機能を追加しました。

パイプラインの非アク
ティブ化

アクティブなパイプラインの非アクティブ化のサポートが
追加されました。詳細については、「パイプラインの非ア
クティブ化 (p. 53)」を参照してください。

2015 年 4 月 7 日

更新されたテンプレー
トとコンソール

コンソールに反映されているように、新しいテンプレート
を追加しました。「はじめに」の章を更新して、「はじめ
に」 ShellCommandActivity テンプレートを使用するよう
にしました。詳細については、「コンソールテンプレート
を使用したパイプラインの作成 (p. 25)」を参照してくださ
い。

2014 年 11 月 25
日

VPC サポート

Virtual Private Cloud (VPC) でリソースを起動するためのサ
ポートを追加しました。詳細については、「VPC に対する
パイプラインのリソースの起動 (p. 59)」を参照してくださ
い。

2014 年 3 月 12
日

リージョンのサポート

複数サービスリージョンのサポートを追加しま
した。us-east-1 に加えて、eu-west-1、apnortheast-1、ap-southeast-2、および us-west-2
で AWS Data Pipeline がサポートされています。

2014 年 2 月 20
日
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変更

説明

リリース日

Amazon Redshift サ
ポート

AWS Data Pipeline に Amazon Redshift のサポー
トを追加しました。これには、新しいコンソール
テンプレート (Copy to Redshift) と、このテンプ
レートの使い方を示すチュートリアルが含まれて
います。詳細については、「AWS Data Pipeline
を使用した Amazon Redshift へのデータのコ
ピー (p. 129)」、「RedshiftDataNode (p. 164)」、
「RedshiftDatabase (p. 288)」、および
「RedshiftCopyActivity (p. 218)」を参照してください。

2013 年 11 月 6
日

PigActivity

Pig のネイティブサポートを提供する機能が追加されまし
た PigActivity。詳細については、「PigActivity (p. 209)」を
参照してください。

2013 年 10 月 15
日

新しいコンソールテン
プレート、アクティビ
ティ、およびデータ形
式

新しい CrossRegion DynamoDB HiveCopyActivity コピー
2013 年 8 月 21
コンソールテンプレートと DynamoDB を含む新しい
日
DynamoDB コピーコンソールテンプレートを追加しました
ExportDataFormat。

カスケードの失敗と再
実行

AWS Data Pipeline による失敗のカスケードと再実行の動
作に関する情報を追加しました。詳細については、「カス
ケードの失敗と再実行 (p. 66)」を参照してください。

2013 年 8 月 8 日

トラブルシューティン
グの動画

AWS Data Pipeline の基本的なトラブルシューティングの
動画を追加しました。詳細については、「トラブルシュー
ティング (p. 322)」を参照してください。

2013 年 7 月 17
日

アクティブなパイプラ
インの編集

アクティブなパイプラインの編集およびパイプラインコン
ポーネントの再実行に関する詳細情報が追加されました。
詳細については、「パイプラインの編集 (p. 50)」を参照し
てください。

2013 年 7 月 17
日

異なるリージョンでの
リソースの使用

異なるリージョン内のリソースの使用に関する詳細情報を
追加しました。詳細については、「複数のリージョンにあ
るリソースとパイプラインの使用 (p. 65)」を参照してくだ
さい。

2013 年 6 月 17
日

WAITING_ON_DEPENDENCIES
CHECKING_PRECONDITIONS ステータスは
ステータス
WAITING_ON_DEPENDENCIES に変更され、パイプライ
ンオブジェクトの @waitingOn 実行時フィールドが追加さ
れました。

2013 年 5 月 20
日

DynamoDBDataFormat DynamoDBDataFormat テンプレートが追加されました。

2013 年 4 月 23
日

ウェブログの処理に関
する動画とスポットイ
ンスタンスサポート

「AWS Data Pipeline、Amazon EMR、および Hive でウェ
ブログを処理する」という動画と、Amazon EC2 スポット
インスタンスのサポートを紹介しました。

2013 年 2 月 21
日

『AWS Data Pipeline 開発者ガイド』の初回リリース。

2012 年 12 月 20
日
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