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Amazon EMR リリースについて
Amazon EMR リリースは、ビッグデータエコシステムからの一連のオープンソースのアプリケーションで
す。各リリースは異なるビッグデータアプリケーション、コンポーネント、および機能で構成され、クラ
スターを作成するときに Amazon EMR でインストールして設定することを選択します。アプリケーショ
ンは、Hadoop エコシステムに関連するオープンソースプロジェクトである Apache BigTop をベースにし
たシステムを使用してパッケージ化されます。このガイドでは、Amazon EMR リリースに含まれるアプリ
ケーションの情報を提供します。

Amazon EMR の開始方法および使用方法の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」を参照してく
ださい。

クラスターを起動するときに、複数のバージョンの Amazon EMR リリースから選択できます。これに
より、互換性の要件に適合するアプリケーションバージョンをテストして使用できます。リリースラベ
ルを使用してリリースバージョンを指定します。リリースラベルの形式は emr-x.x.x. For example,
emr-6.10.0. です

Amazon EMR 5.18.0 以降では、Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用し、特定の Amazon 
EMR リリースバージョンで利用可能なライブラリおよび依存関係の正確なバージョンに対してジョブコー
ドをビルドできます。詳細については、「Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用して依存関係
を確認する (p. 1532)」を参照してください。

新しい Amazon EMR リリースバージョンが利用可能になったときに更新を受け取るには、で Amazon 
EMR リリースノートの RSShttps://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/amazon-emr-release-
notes.rss フィードにサブスクライブします。

最新リリースの詳細。Amazon EMR 6.x シリーズおよび 5.x シリーズのアプリケーションバージョン、リ
リースノート、コンポーネント、および設定分類が含まれます。

• アマゾン EMR リリース 6.10.0 (p. 2)
• アマゾン EMR リリース 5.36.0 (p. 270)

Note

新しい Amazon EMR リリースは、数日間にわたって複数の異なるリージョンで利用可能になり
ます。この期間中、お客様のリージョンで最新のリリースバージョンが利用できない場合があり
ます。

最新の Amazon EMR リリースのリリースノートおよびすべてのリリースの履歴:

• 最新情報 (p. 1382)
• Amazon EMR リリースノートのアーカイブ (p. 1399)

各 Amazon EMR リリースの包括的なアプリケーションバージョン履歴:

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

各 Amazon EMR リリースの詳細およびリリースシリーズ間の違い (該当する場合)。

• Amazon EMR 6.x リリースバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267)
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Amazon EMR 6.x リリースバージョン

• Amazon EMR 4.x リリースバージョン (p. 1154)
• Amazon EMR 2.x および 3.x AMI バージョン (p. 1351)

Amazon EMR 6.x リリースバージョン
このセクションでは、各 Amazon EMR 6.x リリースバージョンで利用可能なアプリケーションバージョ
ン、リリースノート、コンポーネントバージョン、および設定分類を示しています。

クラスターを起動するときに、複数のバージョンの Amazon EMR リリースから選択できます。これに
より、互換性の要件に適合するアプリケーションバージョンをテストして使用できます。リリースラベ
ルを使用してリリースバージョンを指定します。リリースラベルの形式は emr-x.x.x. For example,
emr-6.10.0. です

新しい Amazon EMR リリースは、数日間にわたって複数の異なるリージョンで利用可能になります。こ
の期間中、お客様のリージョンで最新のリリースバージョンが利用できない場合があります。

すべての Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョンの包括的な表については、「Amazon 
EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)」を参照してください。

トピック
• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR リリース 6.10.0 (p. 2)
• Amazon EMR リリース 6.9.0 (p. 20)
• Amazon EMR リリース 6.8.0 (p. 42)
• Amazon EMR リリース 6.7.0 (p. 64)
• Amazon EMR リリース 6.6.0 (p. 86)
• Amazon EMR リリース 6.5.0 (p. 109)
• Amazon EMR リリース 6.4.0 (p. 125)
• Amazon EMR リリース 6.3.1 (p. 145)
• Amazon EMR リリース 6.3.0 (p. 160)
• Amazon EMR リリース 6.2.1 (p. 180)
• Amazon EMR リリース 6.2.0 (p. 195)
• Amazon EMR リリース 6.1.1 (p. 215)
• Amazon EMR リリース 6.1.0 (p. 228)
• Amazon EMR リリース 6.0.1 (p. 244)
• Amazon EMR リリース 6.0.0 (p. 254)

Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバー
ジョン
各 Amazon EMR 6.x リリースで利用可能なアプリケーションバージョンを示した包括的な表については、
ブラウザで「Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン」を開いて確認してください。

Amazon EMR リリース 6.10.0
• アプリケーションバージョン (p. 3)
• リリースノート (p. 4)
• コンポーネントのバージョン (p. 6)
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emr-6.10.0

• 設定分類 (p. 11)

アプリケーションバージョン
このリリースで
はDelta、、、、、、、Flink、GangliaHBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、、Tez、Trino、Zeppelin、
およびZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.10.0 emr 6.9.0 emr 6.8.0 emr-6.7.0

AWS SDK for Java 1.12.397 1.12.170 1.12.170 1.12.170

Delta 2.2.0 2.1.0 - -

Flink 1.16.0 1.15.2 1.15.1 1.14.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.4.15 2.4.13 2.4.12 2.4.4

HCatalog 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3

Hadoop 3.3.3 3.3.3 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3

Hudi 0.12.2-amzn-0 0.12.1-amzn-0 0.11.1-amzn-0 0.11.0-amzn-0

Hue 4.10.0 4.10.0 4.10.0 4.10.0

Iceberg 1.1.1.0-amzn-0 0.14.1-amzn-0 0.14.0-amzn-0 0.131-amzn-0

JupyterEnterpriseGateway2.6.0 2.6.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1

Livy 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.1

MXNet 1.9.1 1.9.1 1.9.1 1.8.0

Mahout - - - -

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1

Phoenix 5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.2

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0
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  emr-6.10.0 emr 6.9.0 emr 6.8.0 emr-6.7.0

Presto 0.278 0.276 0.273 0.272

Spark 3.3.1 3.3.0 3.3.0 3.2.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.11.0 2.10.0 2.9.1 2.4.1

Tez 0.10.2 0.10.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 403 398 388 378

Zeppelin 0.10.1 0.10.1 0.10.1 0.10.0

ZooKeeper 3.5.10 3.5.10 3.5.10 3.5.7

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 6.10.0 に関する情報が含まれています。6.9.0 からの変
更が含まれています。リリースタイムラインの詳細については、変更ログを参照してください。

新機能

• Amazon EMR 6.10.0 は Apache Spark 3.3.1、Apache Spark RAPIDS 22.12.0、CUDA 11.8.0、Apache 
Hudi 0.12.2-amzn-0、Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0、Trino 403、および PrestoDB 0.278.1 をサポートし
ています。

• Amazon EMR 6.10.0 には、Hudi テーブル内のデータへの読み取りアクセスを提供するネイティブ 
Trino-Hudi コネクタが含まれています。でコネクタをアクティブ化しtrino-cli --catalog hudi、
で要件に合わせてコネクタを設定できますtrino-connector-hudi。Amazon EMR とのネイティブ統
合により、Huditrino-connector-hive テーブルのクエリにを使用する必要がなくなりました。新し
いコネクタでサポートされる構成のリストについては、TrinoドキュメントのHudiコネクタページを参照
してください。

変更、機能強化、解決した問題

• Amazon EMR 6.10.0 では、Apache Spark の Amazon Redshiftminimal-json.jar インテグ
レーションへの依存関係が削除され、必要な Spark-Redshift (p. 2349) 関連の jar ファイルが 
Spark:spark-redshift.jar、、およびのエグゼキュータクラスパスに自動的に追加されま
すRedshiftJDBC.jar。spark-avro.jar

• 6.10.0 リリースでは、クラスター上のログ管理デーモンが改善され、EMR クラスター内の追加のログ
フォルダーを監視できるようになりました。この改善により、ディスクの過剰使用シナリオが最小限に
抑えられます。

• 6.10.0 リリースでは、停止するとクラスタ上のログ管理デーモンを自動的に再起動します。この改善に
より、ディスクの過剰使用によりノードが異常状態に見えるリスクが軽減されます。

• Amazon EMR 6.10.0 は、EMRFS ユーザーマッピングのリージョンエンドポイントをサポートしていま
す。

• Amazon EMR 6.10.0 以降では、デフォルトのルートボリュームサイズが 15 GB に増加しました。以前
のリリースでは、デフォルトのルートボリュームサイズは 10 GB でした。

• 6.10.0 リリースでは、残っているすべての Spark エグゼキューターが YARN リソースマネージャーのあ
る廃止ホスト上にある場合に Spark ジョブが停止する問題が修正されています。

• Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 では、動的パーティションと ORDER BY 句または SORT 
BY 句を使用する INSERT クエリには、常に 2 つのリデューサーがあります。この問題
は OSS の変更 HIVE-20703 が原因で、動的ソートパーティションの最適化はコストベー
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スの決定下に置かれます。ワークロードで動的パーティションのソートが不要な場合
は、hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold-1プロパティをに設定して新機能を
無効にし、リデューサーの数を正しく計算することをおすすめします。この問題は、HIV-22269 の一部
として OSS Hive EMR 修正されました。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して
新しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を
使用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新し
ません。Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの 
Amazon EMR にデフォルトの Amazon

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

Amazon Linux カーネルバー
ジョン

利用開始日 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)、中東 (バー
レーン)、中東 (UAE)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
ヨーロッパ (バージニア北部)

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

Amazon Linux カーネルバー
ジョン

利用開始日 サポートされるリージョン

ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)、中東 (バー
レーン)、中東 (UAE)

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)、中東 (バー
レーン)、中東 (UAE)

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.2 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

delta 2.2.0 Delta Lake は、膨大な分析デー
タセット用のオープンテーブル
形式です

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.7.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.7.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.24.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.3.0 EMR S3Select コネクター

emr-wal-cli 1.0.0 メールリスト/削除に使用される
クリップ。

emrfs 2.55.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.16.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.16.0 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-client 3.3.3.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.3.3.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.3.3.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.3.3.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.3.3.3-amzn-2 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.3.3.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.3.3.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.3.3.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.3.3.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.3.3.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.3.3.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.4.15-amzn-0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.4.15-amzn-0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.4.15-amzn-0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.4.15-amzn-0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.4.15-amzn-0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hbase-operator-tools 2.4.15-amzn-0 Apache HBase クラスター用の修
復ツール。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-client 3.1.3-amzn-3 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.3-amzn-3 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.3-amzn-3 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.3-amzn-3 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.3-amzn-3 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.3-amzn-3 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.3-amzn-3 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.12.2-amzn-0 データパイプラインを低遅延か
つ高効率で強化するインクリメ
ンタル処理フレームワーク。

hudi-presto 0.12.2-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-trino 0.12.2-amzn-0 Trino を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-spark 0.12.2-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

iceberg 1.1.1.0-amzn-0 Apache Iceberg は、膨大な分析
データセット用のオープンテー
ブル形式です

jupyterhub 3.0.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー
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コンポーネント バージョン 説明

mxnet 1.9.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 11.8.0 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-connectors 6.0.0-スナップショット スパーク-3用アパッチフェニック
スコネクタ

phoenix-query-server 6.0.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.278.1-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.278.1-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.278.1-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

trino-coordinator 403-aman-0 trino-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

trino-worker 403-aman-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

trino-client 403-aman-0 Trino サーバーが起動されていな
い HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Trino コマンドラインクライアン
ト。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。
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コンポーネント バージョン 説明

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.3.3.3.3.1-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.3.3.3.3.1-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.3.3.3.3.1-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.3.3.3.3.1-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 22.12.0-amzn-0 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.11.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.10.2-amzn-1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

tez-on-worker 0.10.2-amzn-1 tez YARN アプリケーションと
ワーカーノード用ライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.10.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.5.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.5.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

EMR-6.10.0 クラス分け

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Restarts Flink history server.
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flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.
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hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS services 
Namenode, Datanode, and 
ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.
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hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

hudi-defaults Hudi の hudi-defaults.conf ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

iceberg-defaults Iceberg の ice-berg-defaults.conf 
ファイルの値を変更します

Not available.

delta-defaults Delta の delta-defaults.conf ファ
イルの値を変更します

Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.
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jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j2 Livy log4j2. プロパティの設定を
変更してください。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

16



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.10.0

分類 説明 再設定アクション

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-lakeformation Presto の 
lakeformation.properties ファイ
ルの値を変更します

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-log Trino の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

17



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.10.0

分類 説明 再設定アクション

trino-config Trino の config.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-password-authenticator Trino の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-env Trino の trino-env.sh ファイルの
値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-node Trino の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-blackhole Trino の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-cassandra Trino の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-delta Trino の delta.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-hive Trino の hive.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-exchange-manager Trino の exge-
Manager.properties ファイルの値
を変更します

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-iceberg Trino の iceberg.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-hudi Trino の hudi.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-jmx Trino の jmx.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-kafka Trino の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-localfile Trino の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-memory Trino の memory.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mongodb Trino の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mysql Trino の mysql.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-raptor Trino の raptor.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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trino-connector-redis Trino の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redshift Trino の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpch Trino の tpch.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpcds Trino の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-logback レンジャー KMS の kms-
logback.xml ファイルの値を変更
してください。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j2 Spark の log4j2.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie and HiveServer2.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

変更ログ
6.10.0 リリースノートとリリースノートの変更ログ

日付 イベント 説明

2022 年 3 月 2 年 3 年 3 年 3 ドキュメント公開 Amazon EMR 6.10 リリースノー
トが最初に公開されました

2023-02-27 初回リリース Amazon EMR 6.10 が限られた商
業地域にデプロイされました

Amazon EMR リリース 6.9.0
• アプリケーションバージョン (p. 21)
• リリースノート (p. 22)
• コンポーネントのバージョン (p. 28)
• 設定分類 (p. 33)
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アプリケーションバージョン
このリリースで
はDelta、、、、、、、Flink、GangliaHBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、、Tez、Trino、Zeppelin、
およびZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr 6.9.0 emr 6.8.0 emr-6.7.0 emr-6.0

AWS SDK for Java 1.12.170 1.12.170 1.12.170 1.12.170

Delta 2.1.0 - - -

Flink 1.15.2 1.15.1 1.14.2 1.14.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.4.13 2.4.12 2.4.4 2.4.4

HCatalog 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.2

Hadoop 3.3.3 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.2

Hudi 0.12.1-amzn-0 0.11.1-amzn-0 0.11.0-amzn-0 0.10.1-amzn-0

Hue 4.10.0 4.10.0 4.10.0 4.10.0

Iceberg 0.14.1-amzn-0 0.14.0-amzn-0 0.131-amzn-0 0.13.1

JupyterEnterpriseGateway2.6.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1

Livy 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.1

MXNet 1.9.1 1.9.1 1.8.0 1.8.0

Mahout - - - -

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1

Phoenix 5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.2

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.276 0.273 0.272 0.267

Spark 3.3.0 3.3.0 3.2.1 3.2.0

21

https://delta.io/
https://flink.apache.org/
http://hbase.apache.org/
http://ganglia.info
https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/HCatalog
http://hadoop.apache.org/docs/current/
http://hive.apache.org/
https://hudi.apache.org
http://gethue.com/
https://iceberg.apache.org/
https://jupyter-enterprise-gateway.readthedocs.io/en/latest/
https://jupyterhub.readthedocs.io/en/latest/#
https://livy.incubator.apache.org/
https://mxnet.incubator.apache.org/
http://oozie.apache.org/
https://phoenix.apache.org/
http://pig.apache.org/
https://prestodb.io/
https://spark.apache.org/docs/latest/
http://sqoop.apache.org/
https://www.tensorflow.org/
https://tez.apache.org/
https://trino.io/
https://zeppelin.incubator.apache.org/
https://zookeeper.apache.org


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr 6.9.0

  emr 6.9.0 emr 6.8.0 emr-6.7.0 emr-6.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.10.0 2.9.1 2.4.1 2.4.1

Tez 0.10.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 398 388 378 367

Zeppelin 0.10.1 0.10.1 0.10.0 0.10.0

ZooKeeper 3.5.10 3.5.10 3.5.7 3.5.7

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 6.9.0 に関する情報が含まれています。Amazon EMR 
リリース 6.8.0 からの変更が含まれています。リリースタイムラインの詳細については、変更ログを参照
してください。

新機能

• Amazon EMR リリース 6.9.0 は Apache Spark RAPIDS 22.08.0、Apache Hudi 0.12.1、Apache Iceberg 
0.14.1、Trino 398、および Tez 0.10.2 をサポートしています。

• Amazon EMR リリース 6.9.0 には、新しいオープンソースアプリケーションDelta Lake (p. 1564) 2.1.0 
が含まれています。

• Apache Spark の Amazon EMR リリースの Amazon EMR リリースリリースに含まれています。以
前はオープンソースのツールでしたが、ネイティブの統合は Amazon Redshift と Amazon Redshift 
Serverless のデータを読み書きする Apache Spark アプリケーションを構築するために使用できる 
Spark コネクタです。詳細については、「Amazon EMR で Apache Spark 用の Amazon Redshift インテ
グレーションを使用する (p. 2348)」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 6.9.0 では、クラスターのスケールダウン中に Amazon S3 にログをアーカイブ
するためのサポートが追加されています。以前は、クラスターの終了時にのみログファイルを Amazon 
S3 にログファイルをアーカイブできました。新機能により、クラスターで生成されたログファイルは、
ノードが終了した後も Amazon S3 に残ります。詳細については、「クラスターのログ記録とデバッグ
を設定する」を参照してください。

• 長時間実行されるクエリをサポートするために、Trinoにはフォールトトレラント実行メカニズムが搭
載されました。フォールトトレラント実行では、失敗したクエリやそのコンポーネントタスクを再試
行することで、クエリの失敗を軽減できます。詳細については、「Trinoでのフォールトトレラント実
行 (p. 2266)」を参照してください。

• Amazon EMR で Apache Flink を使用すると、Apache Hive テーブルや、アイスバーグ、Kinesis、カフ
カなどの任意の FlinkBATCHSTREAM テーブルソースのメタデータを統合して処理できます。、、または 
Amazon EMR API を使用して Flink のメタストアとしてAWS Glue Data Catalog を指定できます。AWS 
Management ConsoleAWS CLI詳細については、「Flink を設定する (p. 1573)」を参照してください。

• Amazon SageMaker Studio を使用して EC2 クラスター上の Amazon EMR で、Apache Spark、Apache 
Hive、および Presto クエリのAWS Identity and Access Management (IAM)AWS Lake Formation ラ
ンタイムロールとベースのアクセスコントロールを指定できるようになりました。詳細について
は、Amazon EMR のステップにランタイムロールを設定を参照してください。

既知の問題点

• Amazon EMR リリース 6.9.0 では、Trino は Apache Ranger に対応しているクラスターでは動作しませ
ん。レンジャーでトリノを使用する必要がある場合は、お問い合わせくださいAWS Support。

• Apache Spark 用の Amazon Redshift インテグレーションを使用していて、Parquet 形式のマイクロ秒精
度の時刻、タイムスタンプ、タイムスタンプ、またはタイムスタンプ.ptz がある場合、コネクタは時間
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値を最も近いミリ秒の値に丸めます。回避策として、unload_s3_formatテキストアンロード形式パラ
メーターを使用してください。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

• Amazon SageMaker Studio から Amazon EMR クラスターに接続すると、403 Forbidden レスポンス
コードが表示され、断続的に失敗することがあります。このエラーは、クラスターでの IAM ロールの
セットアップに 60 秒以上かかる場合に発生します。回避策として、Amazon EMR パッチをインストー
ルして再試行を有効にし、タイムアウトを最低 300 秒に増やすことができます。クラスターの起動時
に、次の手順を使用してブートストラップアクションを適用します。

1. 次の Amazon S3 URI から、ブートストラップスクリプトと RPM ファイルをダウンロードします。

s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-
rpms.sh
s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-secret-
agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm

2. 前の手順で作成したファイルを、お客様が所有する Amazon S3 バケットにアップロードします。
バケットは、AWS リージョンクラスターを起動する予定の場所と同じ場所になければなりません。

3. EMR クラスターを起動するときは、次のブートストラップアクションを含めてください。#####
### URI # RPM_URI を Amazon S3 の対応する URI に置き換えます。

--bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"

• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。
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‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"

• Apache Flink にはネイティブ S3 FileSystem コネクタと Hadoop FileSystem コネクタが用意されてお
り、これらを使用してアプリケーションが FileSink Amazon S3 にデータを作成し、書き込むことができ
ます。これは、次の 2 FileSink つの例外のいずれかを除いて失敗します。

java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only supported 
 for HDFS

Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: 
 org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/
apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/
RetryPolicy; 
                                        at 
 org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-yarn-
common-3.3.3-amzn-0.jar:?]

回避策として、Amazon EMR パッチをインストールすると、Flink の上記の問題が修正されます。クラ
スターの起動時にブートストラップアクションを適用するには、次の手順を実行します。
1. Amazon S3 バケットにflink-rpm をダウンロードします。RPM パスはですs3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/rpms/flink/。

2. 次の URI を使用して Amazon S3 からブートストラップスクリプトと RPM ファイルをダウンロード
します。regionNameAWS リージョンクラスターを起動する予定の場所に置き換えます。

s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR リリース 6.9.0 以降では、Log4j ライブラリを使用する Amazon EMR によってインス
トールされたすべてのコンポーネントが Log4j バージョン 2.17.1 以降を使用します。

• Amazon EMR バージョン 6.6.0、6.7.0、6.8.0 の Spark で DynamoDB コネクタを使用すると、入力
分割が空でないデータを参照している場合でも、テーブルからの読み取りはすべて空の結果を返しま
す。Amazon EMR リリース 6.9.0 では、この問題が修正されています。

• Amazon EMR 6.9.0 では、Spark SQL を使用してデータを読み取る際の Apache Hudi によるLake 
Formation ベースのアクセスコントロールが限定的にサポートされています。サポートは Spark SQL を
使用する SELECT クエリを対象としており、カラムレベルのアクセス制御に限定されています。詳細に
ついては、「Hudi and Lake Formation」を参照してください。

• Amazon EMR 6.9.0 を使用してノードラベルを有効にした Hadoop クラスターを作成すると、YARN メ
トリクス API はデフォルトのパーティションではなく、すべてのパーティションにわたって集約された
情報を返します。詳細については、YARN-11414 を参照してください。

• Amazon EMR リリース 6.9.0 では、Trino を Java 17 を使用するバージョン 398 に更新しまし
た。Amazon EMR 6.8.0 で以前サポートされていた Trino のバージョンは Java 11 で実行されている 
Trino 388 でした。この変更について詳しくは、Trinoブログの「Java 17へのTrinoのアップデート」を参
照してください。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して
新しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を
使用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新し
ません。Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの 
Amazon EMR にデフォルトの Amazon

24

s3://elasticmapreduce/rpm/flink/filesink_fix
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/hudi-with-lake-formation.html
https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/NodeLabel.html
https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/ResourceManagerRest.html#Cluster_Metrics_API
https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/ResourceManagerRest.html#Cluster_Metrics_API
https://issues.apache.org/jira/browse/YARN-11414
https://trino.io/blog/2022/07/14/trino-updates-to-java-17.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-default-ami.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-default-ami.html


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr 6.9.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

Amazon Linux カーネルバー
ジョン

利用開始日 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
ヨーロッパ (バージニア北部)

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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20221210.14.14.301 2023 年 1 月 12 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.2 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

delta 2.1.0 Delta Lake は、膨大な分析デー
タセット用のオープンテーブル
形式です

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.7.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.23.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.2.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.54.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.15.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.15.2 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
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ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.3.3.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.3.3.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.3.3.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.3.3.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.3.3.3-amzn-1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.3.3.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.3.3.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.3.3.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.3.3.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.3.3.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.3.3.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.4.13-amzn-0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.4.13-amzn-0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。
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hbase-client 2.4.13-amzn-0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.4.13-amzn-0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.4.13-amzn-0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hbase-operator-tools 2.4.13-amzn-0 Apache HBase クラスター用の修
復ツール。

hcatalog-client 3.1.3-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.3-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.3-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.3-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.3-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.3-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.3-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.12.1-amzn-0 データパイプラインを低遅延か
つ高効率で強化するインクリメ
ンタル処理フレームワーク。

hudi-presto 0.12.1-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-trino 0.12.1-amzn-0 Trino を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-spark 0.12.1-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション
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iceberg 0.14.1-amzn-0 Apache Iceberg は、膨大な分析
データセット用のオープンテー
ブル形式です

jupyterhub 1.4.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.9.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 11.7.0 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-connectors 6.0.0-スナップショット スパーク-3用アパッチフェニック
スコネクタ

phoenix-query-server 6.0.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.276-アマン 0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.276-アマン 0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.276-アマン 0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。
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trino-coordinator 398-aman-0 trino-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

trino-worker 398-aman-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

trino-client 398-aman-0 Trino サーバーが起動されていな
い HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Trino コマンドラインクライアン
ト。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.3.3.3.0-amzn-1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.3.3.3.0-amzn-1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.3.3.3.0-amzn-1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.3.3.3.0-amzn-1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 22.08.0-amzn-0 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.10.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.10.2-amzn-0 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.10.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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zookeeper-server 3.5.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.5.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

EMR-6.9.0 クラス分け

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
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NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.
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hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS services 
Namenode, Datanode, and 
ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.
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hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.
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hudi-defaults Hudi の hudi-defaults.conf ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

iceberg-defaults Iceberg の ice-berg-defaults.conf 
ファイルの値を変更します

Not available.

delta-defaults Delta の delta-defaults.conf ファ
イルの値を変更します

Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j2 Livy log4j2. プロパティの設定を
変更してください。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.
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phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-lakeformation Presto の 
lakeformation.properties ファイ
ルの値を変更します

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-log Trino の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-config Trino の config.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-password-authenticator Trino の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-env Trino の trino-env.sh ファイルの
値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-node Trino の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-blackhole Trino の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-cassandra Trino の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-delta Trino の delta.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-hive Trino の hive.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-exchange-manager Trino の exge-
Manager.properties ファイルの値
を変更します

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-iceberg Trino の iceberg.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-jmx Trino の jmx.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-kafka Trino の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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trino-connector-localfile Trino の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-memory Trino の memory.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mongodb Trino の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mysql Trino の mysql.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-raptor Trino の raptor.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redis Trino の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redshift Trino の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpch Trino の tpch.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpcds Trino の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.
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spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j2 Spark の log4j2.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie and HiveServer2.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

変更ログ
6.9.0 リリースノートとリリースノートの変更ログ

日付 イベント 説明

2023-02-03 リリースノートが更新されまし
た

Log4j アップグレードの拡張機能
を追加しました。
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日付 イベント 説明

2022 年 11 月 30 年 11 月 11 月 
30

リリースノートが更新されまし
た

潜在的なログ消失に関する既知
の問題と回避策を追加しまし
た。フディLake Formation の強
化が追加された。

公開日 リリースノートが更新されまし
た

新しい Amazon AMI バージョン
を追加

2022 年 12 月 13 年 12 月 13 リリースノートが更新されまし
た

ランタイムの機能追加と既知の
問題点 SageMaker

公開日 リリースノートとドキュメント
を更新しました

Apache Spark 用の Amazon 
Redshift インテグレーション用の
機能が追加されました

公開日 リリースノートが更新されまし
た

Log4j エントリが削除されました

2022 年 11 月 18 日 ドキュメント公開 Amazon EMR 6.9 リリースノー
トが最初に公開されました

2022 年 11 月 14 日 初回リリース Amazon EMR 6.9 が限られた商
業地域にデプロイされました

Amazon EMR リリース 6.8.0
• アプリケーションバージョン (p. 42)
• リリースノート (p. 43)
• コンポーネントのバージョン (p. 50)
• 設定分類 (p. 55)

アプリケーションバージョン
このリリースで
はFlink、、、、、、、Ganglia、HBaseHCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、、Trino、Zeppelin、
およびZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr 6.8.0 emr-6.7.0 emr-6.0 emr 6.5.0

AWS SDK for Java 1.12.170 1.12.170 1.12.170 1.12.31
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  emr 6.8.0 emr-6.7.0 emr-6.0 emr 6.5.0

Delta - - - -

Flink 1.15.1 1.14.2 1.14.2 1.14.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.4.12 2.4.4 2.4.4 2.4.4

HCatalog 3.1.3 3.1.3 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.3 3.1.3 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.11.1-amzn-0 0.11.0-amzn-0 0.10.1-amzn-0 0.9.0-amzn-1

Hue 4.10.0 4.10.0 4.10.0 4.9.0

Iceberg 0.14.0-amzn-0 0.131-amzn-0 0.13.1 0.12.0

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1

Livy 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.1

MXNet 1.9.1 1.8.0 1.8.0 1.8.0

Mahout - - - -

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1

Phoenix 5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.2

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.273 0.272 0.267 0.261

Spark 3.3.0 3.2.1 3.2.0 3.1.2

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.9.1 2.4.1 2.4.1 2.4.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 388 378 367 360

Zeppelin 0.10.1 0.10.0 0.10.0 0.10.0

ZooKeeper 3.5.10 3.5.7 3.5.7 3.5.7

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 6.8.0 に関する情報が含まれています。6.7.0 からの変
更が含まれています。
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新機能

• Amazon EMR ステップ機能が Apache Livy エンドポイントと JDBC/ODBC クライアントをサポートす
るようになりました。詳細については、Amazon EMR のステップにランタイムロールを設定を参照して
ください。

• Amazon EMR リリース 6.8.0 には Apache HBase リリース 2.4.12 が付属しています。この HBase リ
リースでは、HBase テーブルをアーカイブしたり削除したりできます。Amazon S3 アーカイブプロセ
スでは、すべてのテーブルファイルの名前がアーカイブディレクトリに変更されます。これはコストと
時間がかかるプロセスになる可能性があります。アーカイブ処理をスキップして、大きなテーブルをす
ばやく削除できるようになりました。詳細については、「HBase シェルを使用する (p. 1835)」を参照
してください。

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR リリース 6.5.0、6.6.0、または 6.7.0 が Apache Spark シェルを介して Apache Phoenix 
テーブルを読み込むと、Amazon EMRNoSuchMethodError はを生成しました。Amazon EMR リリー
ス 6.8.0 では、この問題が修正されています。

• Amazon EMR リリース 6.8.0 には Apache Hudi 0.11.1 が付属しています。ただし、Amazon EMR 6.8.0 
クラスターは Hudi 0.12.0hudi-spark3.3-bundle_2.12 のオープンソースとも互換性があります。

• Amazon EMR リリースの Amazon EMR リリースには、Apache Spark 3.3.0 が付属しています。この 
Spark リリースでは、Apache Log4j 2log4j2.properties とそのファイルを使用して Spark プロセ
ス内の Log4j を設定します。クラスターで Spark を使用するか、カスタム設定パラメータで EMR クラ
スターを作成し、Amazon EMR リリース 6.8.0 にアップグレードする場合は、Apache Log4j 2spark-
log4j2 の新しい設定分類とキー形式に移行する必要があります。詳細については、「Apache Log4j 1.x 
から Log4j 2.x への移行 (p. 2316)」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して
新しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を
使用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新し
ません。Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの 
Amazon EMR にデフォルトの Amazon

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
ヨーロッパ (バージニア北部)

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230119.14.14.301 2023 年 2 月 3 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20221210.14.14.301 2023 年 12 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

2.0.20221004.04.14.294 2022 年 11 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

48



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr 6.8.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20220912.14.14.291 2022 年 9 月 6 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

既知の問題点

• Amazon EMR バージョン 6.6.0、6.7.0、6.8.0 の Spark で DynamoDB コネクタを使用すると、入力分割
が空でないデータを参照している場合でも、テーブルからの読み取りはすべて空の結果を返します。こ
れは、Spark 3.2.0spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitstrue がデフォルトでに設定されているた
めです。回避策として、spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitsfalse明示的にに設定してくださ
い。Amazon EMR リリース 6.9.0 でこの問題が修正が含まれています。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
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性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"

リリースタイムラインの詳細については、変更ログを参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.2 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.7.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.22.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-s3-select 2.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.53.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.15.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.15.1 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-8 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-8 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-8 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-8 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-8 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-8 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-8 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-8 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-8 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-8 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-8 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.4.12-amzn-0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.4.12-amzn-0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.4.12-amzn-0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.4.12-amzn-0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.4.12-amzn-0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hbase-operator-tools 2.4.12-amzn-0 Apache HBase クラスター用の修
復ツール。

hcatalog-client 3.1.3-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.3-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.3-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.3-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.3-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.3-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.3-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.11.1-amzn-0 データパイプラインを低遅延か
つ高効率で強化するインクリメ
ンタル処理フレームワーク。
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コンポーネント バージョン 説明

hudi-presto 0.11.1-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-trino 0.11.1-amzn-0 Trino を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-spark 0.11.1-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

iceberg 0.14.0-amzn-0 Apache Iceberg は、膨大な分析
データセット用のオープンテー
ブル形式です

jupyterhub 1.4.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.9.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 11.7.0 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-connectors 5.1.2 スパーク-3用アパッチフェニック
スコネクタ

phoenix-query-server 5.1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー
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コンポーネント バージョン 説明

presto-coordinator 0.273.3-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.273.3-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.273.3-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

trino-coordinator 388-aman-0 trino-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

trino-worker 388-aman-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

trino-client 388-aman-0 Trino サーバーが起動されていな
い HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Trino コマンドラインクライアン
ト。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.3.0-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.3.0-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.3.0-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.3.0-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 22.06.0-amzn-0 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

tensorflow 2.9.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.10.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.5.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.5.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

EMR-6.8.0 クラス分け

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
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分類 説明 再設定アクション
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.
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hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS services 
Namenode, Datanode, and 
ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.
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hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

hudi-defaults Hudi の hudi-defaults.conf ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

iceberg-defaults Iceberg の ice-berg-defaults.conf 
ファイルの値を変更します

Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.
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phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-log Trino の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-config Trino の config.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-password-authenticator Trino の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-env Trino の trino-env.sh ファイルの
値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-node Trino の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-blackhole Trino の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-cassandra Trino の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-hive Trino の hive.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-iceberg Trino の iceberg.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-jmx Trino の jmx.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-kafka Trino の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-localfile Trino の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.
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trino-connector-memory Trino の memory.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mongodb Trino の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mysql Trino の mysql.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-raptor Trino の raptor.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redis Trino の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redshift Trino の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpch Trino の tpch.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpcds Trino の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

62



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr 6.8.0

分類 説明 再設定アクション

spark-log4j2 Spark の log4j2.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie and HiveServer2.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

変更ログ
6.8.0 リリースノートとリリースノートの変更ログ

日付 イベント 説明

2023-30-01 リリースノートが更新されまし
た

潜在的なログ消失に関する既知
の問題と回避策を追加

2023-20-01 リリースノートが更新されまし
た

新しい Amazon AMI バージョン
を追加
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日付 イベント 説明

2022 年 10 月 7 日 AWS リージョンオールアベイラ
ビリティ

Amazon EMR 6.8 をすべての商
業地域にデプロイしました

2022 年 9 月 6 日 ドキュメント公開 Amazon EMR 6.8 リリースノー
トが最初に公開されました

2022 年 8 月 31 日 初回リリース Amazon EMR 6.8 が限られた商
業地域にデプロイされました

Amazon EMR リリース 6.7.0
• アプリケーションバージョン (p. 64)
• リリースノート (p. 65)
• コンポーネントのバージョン (p. 72)
• 設定分類 (p. 77)

アプリケーションバージョン
このリリースで
はFlink、、、、、、、Ganglia、HBaseHCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、、Trino、Zeppelin、
およびZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.7.0 emr-6.0 emr 6.5.0 emr-6.4.0

AWS SDK for Java 1.12.170 1.12.170 1.12.31 1.12.31

Delta - - - -

Flink 1.14.2 1.14.2 1.14.0 1.13.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.4.4 2.4.4 2.4.4 2.4.4

HCatalog 3.1.3 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.3 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.11.0-amzn-0 0.10.1-amzn-0 0.9.0-amzn-1 0.8.0-amzn-0
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  emr-6.7.0 emr-6.0 emr 6.5.0 emr-6.4.0

Hue 4.10.0 4.10.0 4.9.0 4.9.0

Iceberg 0.13.1-amzn-0 0.13.1 0.12.0 -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1

Livy 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.1

MXNet 1.8.0 1.8.0 1.8.0 1.8.0

Mahout - - - -

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1

Phoenix 5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.1.2

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.272 0.267 0.261 0.254.1

Spark 3.2.1 3.2.0 3.1.2 3.1.2

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.4.1 2.4.1 2.4.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 378 367 360 359

Zeppelin 0.10.0 0.10.0 0.10.0 0.9.0

ZooKeeper 3.5.7 3.5.7 3.5.7 3.5.7

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースに関する情報が含まれています。6.0 からの変更が含ま
れています。

初回リリース日:2022 年 7 月 15 日

新機能

• Amazon EMR は Apache Spark 3.2.1、Apache Hive 3.1.3、HUDI 0.11、PrestoDB 0.272、Trino 0.378 
をサポートするようになりました。

• EC2 クラスター上の Amazon EMR の EMR ステップ (Spark、Hive) による IAM ロールおよびLake 
Formation ベースのアクセスコントロールをサポートします。

• Apache Ranger 対応クラスターの Apache Spark データ定義ステートメントをサポートします。これに
は、Apache Ranger 対応クラスターでの Apache Hive メタデータの読み取りと書き込みの Trino アプ
リケーションのサポートが含まれるようになりました。詳細については、「Amazon EMR で Trino と 
Apache Ranger を使用してフェデレーションガバナンスを有効にする」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して
新しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を
使用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新し
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ません。Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの 
Amazon EMR にデフォルトの Amazon

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
ヨーロッパ (バージニア北部)
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ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230119.14.14.301 2023 年 2 月 3 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20221210.14.14.301 2023 年 12 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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2.0.20221004.04.14.294 2022 年 11 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20220912.14.14.291 2022 年 10 月 7 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20220719.04.14.287 202年 8 月 10 日 us‑west‑1, eu‑west‑3,
eu‑north‑1, ap‑south‑1,
me‑south‑1
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20220606.14.14.281 2022 年 7 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

既知の問題点

• Amazon EMR リリース 6.5.0、6.6.0、または 6.7.0 が Apache Spark シェルを介して Apache Phoenix 
テーブルを読み取る場合、Amazon EMRNoSuchMethodErrorHbase.compat.version が間違った
ものを使用しているために問題が発生します。Amazon EMR リリース 6.8.0 でこの問題が修正が含まれ
ています。

• Amazon EMR バージョン 6.6.0、6.7.0、6.8.0 の Spark で DynamoDB コネクタを使用すると、入力分割
が空でないデータを参照している場合でも、テーブルからの読み取りはすべて空の結果を返します。こ
れは、Spark 3.2.0spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitstrue がデフォルトでに設定されているた
めです。回避策として、spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitsfalse明示的にに設定してくださ
い。Amazon EMR リリース 6.9.0 でこの問題が修正が含まれています。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。
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この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-notebook-env 1.6.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.22.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.52.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.14.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.14.2 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-7 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-7 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-7 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-7 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-7 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-7 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-7 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-7 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-7 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-7 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-7 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.4.4-amzn-3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.4.4-amzn-3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.4.4-amzn-3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.4.4-amzn-3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.4.4-amzn-3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hbase-operator-tools 2.4.4-amzn-3 Apache HBase クラスター用の修
復ツール。

hcatalog-client 3.1.3-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.3-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.3-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.3-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.3-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.3-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。
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hive-server2 3.1.3-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.11.0-amzn-0 データパイプラインを低遅延か
つ高効率で強化するインクリメ
ンタル処理フレームワーク。

hudi-presto 0.11.0-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-trino 0.11.0-amzn-0 Trino を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-spark 0.11.0-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

iceberg 0.13.1-amzn-0 Apache Iceberg は、膨大な分析
データセット用のオープンテー
ブル形式です

jupyterhub 1.4.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.8.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 11.0.194 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-connectors 5.1.2 スパーク-3用アパッチフェニック
スコネクタ
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phoenix-query-server 5.1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.272-アマン 0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.272-アマン 0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.272-アマン 0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

trino-coordinator 378-aman-0 trino-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

trino-worker 378-aman-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

trino-client 378-aman-0 Trino サーバーが起動されていな
い HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Trino コマンドラインクライアン
ト。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.2.1-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.2.1-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.2.1-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.2.1-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 22.0-amzn-1 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。
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sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.10.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.5.7 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.5.7 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

EMR-6.7.0 クラス分け

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 

77



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.7.0

分類 説明 再設定アクション
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.
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hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS services 
Namenode, Datanode, and 
ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.
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hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.
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hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

hudi-defaults Hudi の hudi-defaults.conf ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

iceberg-defaults Iceberg の ice-berg-defaults.conf 
ファイルの値を変更します

Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.
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oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-log Trino の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-config Trino の config.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-password-authenticator Trino の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-env Trino の trino-env.sh ファイルの
値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-node Trino の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-blackhole Trino の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-cassandra Trino の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-hive Trino の hive.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)
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trino-connector-iceberg Trino の iceberg.properties ファ
イルの値を変更します

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-jmx Trino の jmx.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-kafka Trino の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-localfile Trino の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-memory Trino の memory.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mongodb Trino の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mysql Trino の mysql.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-raptor Trino の raptor.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redis Trino の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redshift Trino の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpch Trino の tpch.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpcds Trino の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.
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spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie and HiveServer2.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.
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Amazon EMR リリース 6.6.0
• アプリケーションバージョン (p. 86)
• リリースノート (p. 87)
• コンポーネントのバージョン (p. 95)
• 設定分類 (p. 100)

アプリケーションバージョン
このリリースで
はFlink、、、、、、、Ganglia、HBaseHCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、、Trino、Zeppelin、
およびZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.0 emr 6.5.0 emr-6.4.0 emr-6.3.1

AWS SDK for Java 1.12.170 1.12.31 1.12.31 1.11.977

Delta - - - -

Flink 1.14.2 1.14.0 1.13.1 1.12.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.4.4 2.4.4 2.4.4 2.2.6

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.10.1-amzn-0 0.9.0-amzn-1 0.8.0-amzn-0 0.7.0-amzn-0

Hue 4.10.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Iceberg 0.13.1 0.12.0 - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.2.2

Livy 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.0

MXNet 1.8.0 1.8.0 1.8.0 1.7.0

Mahout - - - -
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  emr-6.0 emr 6.5.0 emr-6.4.0 emr-6.3.1

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1

Phoenix 5.1.2 5.1.2 5.1.2 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.267 0.261 0.254.1 0.245.1

Spark 3.2.0 3.1.2 3.1.2 3.1.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.4.1 2.4.1 2.4.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 367 360 359 350

Zeppelin 0.10.0 0.10.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.5.7 3.5.7 3.5.7 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースに関する情報が含まれています。6.5.0 からの変更が含
まれています。

初回リリース日:2022 年 5 月 9 日

ドキュメントの更新日:2022 年 6 月 15 日

新機能

• Amazon EMR 6.6 では、Apache Spark 3.2、Apache Spark RAPIDS 22.02、CUDA 11、Apache Hudi 
0.10.1、Apache Iceberg 0.13、Trino 0.367、PrestoDB 0.267 がサポートされるようになりました。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して
新しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を
使用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新し
ません。Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR にデフォルトの 
Amazon EMR にデフォルトの Amazon

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
ヨーロッパ (バージニア北部)

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230119.14.14.301 2023 年 2 月 3 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20221210.14.14.301 2023 年 12 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

2.0.20221004.04.14.294 2022 年 11 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20220912.14.14.291 2022 年 10 月 7 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20220805.04.14.287 2022 年 8 月 30 日 us‑west‑1

20220719.04.14.287 202年 8 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20220426.04.14.281 202年 6 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20220406.14.14.275 2022 年 5 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

• Amazon EMR 6.6 以降では、Log4j 1.x と Log4j 2.x を使用するアプリケーションは、それぞれ Log4j 
1.2.17 (またはそれ以上) と Log4j 2.17.1 (またはそれ以上) を使用するようにアップグレードされま
す。CVE の問題を軽減するために提供されているブートストラップアクションを使用する必要はありま
せん。
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• [マネージドスケーリング] Spark shuffle データマネージドスケーリングの最適化-Amazon EMR バー
ジョン 5.34.0 以降、および EMR バージョン 6.4.0 以降では、マネージドスケーリングは Spark shuffle 
データ対応 (Spark が特定の操作を実行するためにパーティション間で再配布するデータ) になりまし
た。シャッフルオペレーションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドと Spark プログラミングガ
イドの「Amazon EMR での EMR マネージドスケーリングの使用」を参照してください。

• Amazon EMR 5.32.0 および 6.5.5.0 以降、Apache Spark の動的エグゼキューターサ
イジングはデフォルトで有効になっています。この機能をオンまたはオフにするに
は、spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled設定パラメーターを使用できます。

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR は、EMR のデフォルト AMI オプションを使用し、Apache Hadoop、Apache 
Spark、Apache Hive などの一般的なアプリケーションのみをインストールするクラスターでは、クラス
ターの起動時間を平均で最大 80 秒短縮します。

既知の問題点

• Amazon EMR リリース 6.5.0、6.6.0、または 6.7.0 が Apache Spark シェルを介して Apache Phoenix 
テーブルを読み取る場合、Amazon EMRNoSuchMethodErrorHbase.compat.version が間違った
ものを使用しているために問題が発生します。Amazon EMR リリース 6.8.0 でこの問題が修正が含まれ
ています。

• Amazon EMR バージョン 6.6.0、6.7.0、6.8.0 の Spark で DynamoDB コネクタを使用すると、入力分割
が空でないデータを参照している場合でも、テーブルからの読み取りはすべて空の結果を返します。こ
れは、Spark 3.2.0spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitstrue がデフォルトでに設定されているた
めです。回避策として、spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitsfalse明示的にに設定してくださ
い。Amazon EMR リリース 6.9.0 でこの問題が修正が含まれています。

• Trino の長時間稼働クラスターでは、Amazon EMR 6.6.0 で Trino jvm.config のガベージコレクション
ロギングパラメータが有効になり、ガベージコレクションログからより詳細な情報を得ることができま
す。この変更により、多くのガベージコレクションログが launcher.log (/var/log/trino/launcher.log) ファ
イルに追加されます。Amazon EMR 6.6.0 で Trino クラスターを実行している場合、クラスターを数日
間稼働させた後に、ログが追加されたためにノードがディスク容量不足になることがあります。

この問題の回避策は、Amazon EMR 6.6.0 のクラスターを作成またはクローニングするときに、以下の
スクリプトをブートストラップアクションとして実行し、jvm.config のガベージコレクションロギング
パラメータを無効にすることです。

#!/bin/bash 
  set -ex 
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino' 
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。
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この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-notebook-env 1.5.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.20.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.50.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.14.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.14.2 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-6 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-6 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-6 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-6 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-6 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-6 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-6 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-6 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-6 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-6 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-6 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.4.4-amzn-2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.4.4-amzn-2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.4.4-amzn-2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.4.4-amzn-2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.4.4-amzn-2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hbase-operator-tools 2.4.4-amzn-2 Apache HBase クラスター用の修
復ツール。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-7 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-7 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-7 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-7 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-7 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-7 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-server2 3.1.2-amzn-7 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.10.1-amzn-0 データパイプラインを低遅延か
つ高効率で強化するインクリメ
ンタル処理フレームワーク。

hudi-presto 0.10.1-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-trino 0.10.1-amzn-0 Trino を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-spark 0.10.1-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

iceberg 0.13.1 Apache Iceberg は、膨大な分析
データセット用のオープンテー
ブル形式です

jupyterhub 1.4.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.8.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 11.0.194 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-connectors 5.1.2 スパーク-3用アパッチフェニック
スコネクタ
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-query-server 5.1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.267-アマン 0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.267-アマン 0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.267-アマン 0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

trino-coordinator 367-aman-0 trino-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

trino-worker 367-aman-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

trino-client 367-aman-0 Trino サーバーが起動されていな
い HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Trino コマンドラインクライアン
ト。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.2.0-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.2.0-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.2.0-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.2.0-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 22.0-amzn-0 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。
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コンポーネント バージョン 説明

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.10.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.5.7 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.5.7 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

EMR-6.6.0 クラス分け

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
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分類 説明 再設定アクション
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.
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分類 説明 再設定アクション

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS services 
Namenode, Datanode, and 
ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.
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hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.
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hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

hudi-defaults Hudi の hudi-defaults.conf ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

iceberg-defaults Iceberg の ice-berg-defaults.conf 
ファイルの値を変更します

Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

104



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.0

分類 説明 再設定アクション

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-log Trino の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-config Trino の config.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-password-authenticator Trino の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-env Trino の trino-env.sh ファイルの
値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-node Trino の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-blackhole Trino の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-cassandra Trino の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-hive Trino の hive.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)
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trino-connector-iceberg Trino の iceberg.properties ファ
イルの値を変更します

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-jmx Trino の jmx.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-kafka Trino の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-localfile Trino の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-memory Trino の memory.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mongodb Trino の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mysql Trino の mysql.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-raptor Trino の raptor.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redis Trino の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redshift Trino の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpch Trino の tpch.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpcds Trino の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.
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spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie and HiveServer2.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.
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Amazon EMR リリース 6.5.0
• アプリケーションバージョン (p. 109)
• リリースノート (p. 110)
• コンポーネントのバージョン (p. 111)
• 設定分類 (p. 116)

アプリケーションバージョン
このリリースで
はFlink、、、、、、、Ganglia、HBaseHCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、、Trino、Zeppelin、
およびZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr 6.5.0 emr-6.4.0 emr-6.3.1 emr-6.3.0

AWS SDK for Java 1.12.31 1.12.31 1.11.977 1.11.977

Delta - - - -

Flink 1.14.0 1.13.1 1.12.1 1.12.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.4.4 2.4.4 2.2.6 2.2.6

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.9.0-amzn-1 0.8.0-amzn-0 0.7.0-amzn-0 0.7.0-amzn-0

Hue 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Iceberg 0.12.0 - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.4.1 1.2.2 1.2.2

Livy 0.7.1 0.7.1 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.8.0 1.8.0 1.7.0 1.7.0

Mahout - - - -
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  emr 6.5.0 emr-6.4.0 emr-6.3.1 emr-6.3.0

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1

Phoenix 5.1.2 5.1.2 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.261 0.254.1 0.245.1 0.245.1

Spark 3.1.2 3.1.2 3.1.1 3.1.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.4.1 2.4.1 2.4.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 360 359 350 350

Zeppelin 0.10.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.5.7 3.5.7 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 6.5.0 に関する情報が含まれています。6.4.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日:2022 年 1 月 20 日

リリース日が更新されました:2022 年 3 月 21 日

新機能

• [マネージドスケーリング] Spark shuffle データマネージドスケーリングの最適化-Amazon EMR バー
ジョン 5.34.0 以降、および EMR バージョン 6.4.0 以降では、マネージドスケーリングは Spark shuffle 
データ対応 (Spark が特定の操作を実行するためにパーティション間で再配布するデータ) になりまし
た。シャッフルオペレーションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドと Spark プログラミングガ
イドの「Amazon EMR での EMR マネージドスケーリングの使用」を参照してください。

• Amazon EMR 5.32.0 および 6.5.5.0 以降、Apache Spark の動的エグゼキューターサ
イジングはデフォルトで有効になっています。この機能をオンまたはオフにするに
は、spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled設定パラメーターを使用できます。

• 膨大な分析データセット用の Apache Iceberg オープンテーブルフォーマットのSupport。
• ranger-trino-plugin 2.0.1-amzn-1 Support 変更が含まれています
• トレー 0.5.0 のSupport

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR 6.5 リリースバージョンは Apache Iceberg 0.12.0 をサポートするようになり、Apache 
Spark 用の Amazon EMR ランタイム、Presto 用の Amazon EMR ランタイム、Apache Hive 用の 
Amazon EMR ランタイムにより、ランタイムが改善されています。

• Apache Iceberg は Amazon S3 の大規模データセット用のオープンテーブル形式で、大規模なテーブル
での高速クエリパフォーマンス、アトミックコミット、同時書き込み、SQL 互換のテーブルエボリュー
ションを実現します。EMR 6.5 では、Apache Spark 3.1.2 をアイスバーグテーブルフォーマットで使用
できます。
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• Apache Hudi 0.9 では、スパーク SQL DDL と DML のサポートが追加されています。これにより、SQL 
ステートメントだけを使用して Hudi テーブルを作成、アップサートできます。Apache Hudi 0.9 には、
クエリ側とライター側のパフォーマンスの向上も含まれています。

• Apache Hive 用 Amazon EMR Runtime for Apache Hive は、ステージング操作中の名前変更操作を削除
することで Amazon S3 での Apache Hive のパフォーマンスを向上させ、テーブルの修復に使用される
メタストアチェック (MSCK) コマンドのパフォーマンスを向上させます。

既知の問題点

• Amazon EMR リリース 6.5.0、6.6.0、または 6.7.0 が Apache Spark シェルを介して Apache Phoenix 
テーブルを読み取る場合、Amazon EMRNoSuchMethodErrorHbase.compat.version が間違った
ものを使用しているために問題が発生します。Amazon EMR リリース 6.8.0 では、この問題が修正され
ています。

• 高可用性 (HA) の Hbase バンドルクラスターは、デフォルトのボリュームサイズとインスタンスタイ
プでのプロビジョニングに失敗します。この問題の回避策は、ルートボリュームサイズを増やすことで
す。

• Apache Oozie で Spark アクションを使用するには、Oozieworkflow.xml ファイルに次の設定を追加
する必要があります。そうしないと、Hadoop や EMRFS などの重要なライブラリが、Oozie が起動す
る Spark エグゼキューターのクラスパスから欠落することになります。

<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.4.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.19.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.48.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.14.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.14.0 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-5 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-5 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。
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hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-5 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-5 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-5 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-5 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-5 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-5 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-5 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-5 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-5 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.4.4-amzn-1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.4.4-amzn-1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.4.4-amzn-1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.4.4-amzn-1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.4.4-amzn-1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-6 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-6 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。
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hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-6 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-6 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-6 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-6 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-6 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.9.0-amzn-1 データパイプラインを低遅延か
つ高効率で強化するインクリメ
ンタル処理フレームワーク。

hudi-presto 0.9.0-amzn-1 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-trino 0.9.0-amzn-1 Trino を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-spark 0.9.0-amzn-1 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

iceberg 0.12.0 Apache Iceberg は、膨大な分析
データセット用のオープンテー
ブル形式です

jupyterhub 1.4.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.8.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット
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oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 5.1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.261-アマン 0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.261-アマン 0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.261-アマン 0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

trino-coordinator 360 trino-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

trino-worker 360 いくつかのクエリを実行する
サービス。

trino-client 360 Trino サーバーが起動されていな
い HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Trino コマンドラインクライアン
ト。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.1.2-amzn-1 Spark コマンドラインクライアン
ト。
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spark-history-server 3.1.2-amzn-1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.1.2-amzn-1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.1.2-amzn-1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 0.4.1 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.10.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.5.7 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.5.7 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

EMR-6.5.0 クラス分け

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

116



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr 6.5.0

分類 説明 再設定アクション

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.
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hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.
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hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS services 
Namenode, Datanode, and 
ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

hudi-defaults Hudi の hudi-defaults.conf ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

iceberg-defaults Iceberg の ice-berg-defaults.conf 
ファイルの値を変更します

Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.
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livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-log Trino の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-config Trino の config.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-password-authenticator Trino の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-env Trino の trino-env.sh ファイルの
値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)
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trino-node Trino の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-blackhole Trino の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-cassandra Trino の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-hive Trino の hive.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-jmx Trino の jmx.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-kafka Trino の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-localfile Trino の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-memory Trino の memory.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mongodb Trino の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mysql Trino の mysql.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-raptor Trino の raptor.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redis Trino の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redshift Trino の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpch Trino の tpch.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpcds Trino の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.
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ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie and HiveServer2.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.
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zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 6.4.0
• アプリケーションバージョン (p. 125)
• リリースノート (p. 126)
• コンポーネントのバージョン (p. 131)
• 設定分類 (p. 136)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Trino、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.4.0 emr-6.3.1 emr-6.3.0 emr-6.2.1

AWS SDK for Java 1.12.31 1.11.977 1.11.977 1.11.880

Delta - - - -

Flink 1.13.1 1.12.1 1.12.1 1.11.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.4.4 2.2.6 2.2.6 2.2.6-amzn-0

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.8.0-amzn-0 0.7.0-amzn-0 0.7.0-amzn-0 0.6.0-amzn-1

Hue 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.8.0

Iceberg - - - -
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  emr-6.4.0 emr-6.3.1 emr-6.3.0 emr-6.2.1

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.2.2 1.2.2 1.1.0

Livy 0.7.1 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.8.0 1.7.0 1.7.0 1.7.0

Mahout - - - -

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.0

Phoenix 5.1.2 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.254.1 0.245.1 0.245.1 0.238.3

Spark 3.1.2 3.1.1 3.1.1 3.0.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.4.1 2.4.1 2.3.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 359 350 350 343

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.5.7 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 6.4.0 に関する情報が含まれています。6.3.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2021 年 9 月 20 日

リリース日が更新されました:2022 年 3 月 21 日

サポートされているアプリケーション

• AWS SDK for Java バージョン 1.12.31
• CloudWatch Sink バージョン 2.2.0
• DynamoDB Connector バージョン 4.16.0
• EMRFS バージョン 2.47.0
• Amazon EMR Goodies バージョン 3.2.0
• Amazon EMR Kinesis Connector バージョン 3.5.0
• Amazon EMR Record Server バージョン 2.1.0
• Amazon EMR Scripts バージョン 2.5.0
• Flink バージョン 1.13.1
• Ganglia バージョン 3.7.2
• AWS Glue Hive Metastore Client バージョン 3.3.0
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• Hadoop バージョン 3.2.1-amzn-4
• HBase バージョン 2.4.4-amzn-0
• HBase-operator-tools 1.1.0
• HCatalog バージョン 3.1.2-amzn-5
• Hive バージョン 3.1.2-amzn-5
• Hudi バージョン 0.8.0-amzn-0
• Hue バージョン 4.9.0
• Java JDK バージョン Corretto-8.302.08.1 (ビルド 1.8.0_302-b08)
• JupyterHub をバージョン 1.4.1
• Livy バージョン 0.7.1-incubating
• MXNet バージョン 1.8.0
• Oozie バージョン 5.2.1
• Phoenix バージョン 5.1.2
• Pig バージョン 0.17.0
• Presto バージョン 0.254.1-amzn-0
• Trino バージョン 359
• Apache Ranger KMS (マルチマスター透過的暗号化) バージョン 2.0.0
• ranger-plugins 2.0.1-amzn-0
• ranger-s3-plugin 1.2.0
• SageMaker Spark SDK バージョン 1.4.1
• Scala バージョン 2.12.10 (OpenJDK 64 ビットサーバー VM、Java 1.8.0_282)
• Spark バージョン 3.1.2-amzn-0
• spark-rapids 0.4.1
• Sqoop バージョン 1.4.7
• TensorFlow をバージョン 2.4.1
• tez バージョン 0.9.2
• Zeppelin バージョン 0.9.0
• Zookeeper バージョン 3.5.7
• コネクタおよびドライバー: DynamoDB Connector 4.16.0

新機能

• [マネージドスケーリング] Spark shuffle データマネージドスケーリングの最適化-Amazon EMR バー
ジョン 5.34.0 以降、および EMR バージョン 6.4.0 以降では、マネージドスケーリングは Spark shuffle 
データ対応 (Spark が特定の操作を実行するためにパーティション間で再配布するデータ) になりまし
た。シャッフルオペレーションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドと Spark プログラミングガ
イドの「Amazon EMR での EMR マネージドスケーリングの使用」を参照してください。

• Apache Ranger 対応の Amazon EMR クラスターでは、Apache Spark SQL を使用して、INSERT 
INTO、INSERT OVERWRITE、および ALTER TABLE で Apache Hive メタストアテーブルでデータの挿
入または更新を実行できます。Spark SQL で ALTER TABLE を使用する場合、パーティションの場所は
テーブルの場所の子ディレクトリである必要があります。Amazon EMR は現在、パーティションの場所
がテーブルの場所と異なるパーティションへのデータの挿入をサポートしていません。

• PrestoSQL は Trino に名称変更されています。
• Hive: LIMIT 句を使用した簡単な SELECT クエリの実行は、LIMIT 句に記述されているレコード数

がフェッチされたらすぐにクエリの実行を停止すると、高速化されます。簡単な SELECT クエリ
は、GROUP BY/ORDER BY 句のないクエリ、またはリデューサーステージのないクエリです。例え
ば、SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>。
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Hudi の同時実行制御

• Hudi はオプティミスティック同時実行制御 (OCC) をサポートするようになりました。この OCC を 
UPSERT や INSERT などの書き込みオペレーションで利用して、複数のライターから同じ Hudi テー
ブルへの変更を許可できます。これはファイルレベルの OCC であるため、2 つのコミット (またはラ
イター) は、その変更が競合しなければ、同じテーブルに書き込むことができます。詳細については、
「Hudi Concurrency Control」を参照してください。

• Amazon EMR クラスターには Zookeeper がインストールされており、OCC のロックプロバイダーとし
て利用できます。この機能を使いやすくするために、Amazon EMR クラスターには次のプロパティが事
前設定されています。

hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi

OCC を有効にするには、Hudi ジョブオプションを使用して、または Amazon EMR 設定 API を使用し
てクラスターレベルで、次のプロパティを設定する必要があります。

hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily 
 instead of inline with every write)
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table 
 Name is a good option)

Hudi モニタリング:Hudi メトリクスをレポートするための Amazon Amazon CloudWatch の統合

• Amazon EMR は、Amazon CloudWatch への Hudi メトリクスの公開をサポートしています これを有効
にするには、次の必要な設定を行います。

hoodie.metrics.on=true
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH

• 変更できるオプションの Hudi 設定を以下に示します。

設定 説明 値

hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.secondsAmazon Amazon Amazon にメ
トリクスをレポートする頻度 (秒
単位) CloudWatch

デフォルト値は 60 秒
で、Amazon が提供するデフォ
ルトの 1 分の解像度では問題あ
りません CloudWatch

hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix各メトリクス名に追加するプレ
フィックス

デフォルト値は空です (プレ
フィックスなし)

hoodie.metrics.cloudwatch.namespaceメトリクスが公開される 
Amazon CloudWatch 名前空間

デフォルト値は Hudi です

フーディー、メトリクス、クラ
ウドウォッチ。 maxDatumsPer
リクエスト

Amazon Amazon Amazon への 
1 つのリクエストに含めるデー
タムの最大数 CloudWatch

デフォルト値は 20 で、Amazon 
CloudWatch のデフォルトと同
じです
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Amazon EMR Hudi の設定のサポートと改善

• EMR 設定 API と再設定機能を利用して、クラスターレベルで Hudi 設定を構成できるようになりまし
た。Spark、Hive などの他のアプリケーションに似た /etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf を使用して、新し
いファイルベースの設定のサポートが導入されました。EMR では、ユーザーエクスペリエンスを向上さ
せるためにデフォルト設定はほとんどありません。

— hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl  はクラスター Hive サーバ URL に設定されるため、
指定する必要がなくなりました。これは、Spark クラスターモードでジョブを実行する場合に特に便利
です。この場合、以前は Amazon EMR マスター IP を指定する必要がありました。

— HBase 固有の設定。Hbase のインデックスを Hudi で使用する場合に役立ちます。

— 同時実行制御で説明されているように、Zookeeper はプロバイダー固有の設定をロックします。これ
により、オプティミスティック同時実行制御 (OCC) の使用が容易になります。

• 渡す必要がある設定の数を減らし、可能な場合は自動的に推測するために、追加の変更が導入されまし
た。

— partitionBy  キーワードは、パーティション列を指定するために使用できます。

— Hive Sync を有効にすると、HIVE_TABLE_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY, 
HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY を渡すのは必須ではなくなります。これらの値
は、Hudi テーブル名とパーティションフィールドから推測できます。

— KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY を渡すのは必須ではなく、より単純な SimpleKeyGenerator お
よび ComplexKeyGenerator のケースから推測できます。

Hudi Caveats

• Hudi では、読み取り時マージ (MoR) テーブルおよびブートストラップテーブルの Hive でのベクト
ル化された実行をサポートしていません。例えば、hive.vectorized.execution.enabled が 
true に設定されている場合、Hudi リアルタイムテーブルで count(*) は失敗します。回避策とし
て、hive.vectorized.execution.enabled を false に設定して、ベクトル化された読み取りを
無効にすることができます。

• マルチライターサポートは、Hudi ブートストラップ機能とは互換性がありません。
• Flink Streamer と Flink SQL は、このリリースでは実験的な機能です。これらの機能は、実稼働環境で

の使用はお勧めしません。

変更、機能強化、解決した問題

これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• 以前は、マルチマスタークラスターのリソースマネージャーを手動で再起動すると、Zookeeper など
の Amazon EMR オンクラスターデーモンが、Zookeeper znode ファイル内の以前に廃止または失われ
たノードをすべてリロードしていました。これにより、特定の状況でデフォルトの制限を超えることが
ありました。Amazon EMR は、1 時間以上経過した廃止または失われたノードレコードを ZooKeeper 
ファイルから削除するようになり、内部制限が引き上げられました。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。
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• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• Apache YARN タイムラインサーバーのバージョン 1 および 1.5 のパフォーマンスの問題を修正するた
めのクラスターの設定

Apache YARN タイムラインサーバーのバージョン 1 および 1.5 では、特に Amazon EMR のデフォル
ト設定であるyarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true非常にア
クティブで大規模な EMR クラスターでパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。オープン
ソースの YARN タイムラインサーバー v2 では、YARN タイムラインサーバーのスケーラビリティに関
連するパフォーマンスの問題が解決されています。

この問題の他の回避策には、次のものがあります。
• yarn.リソースマネージャーを設定します。 system-metrics-publisheryarn-site.xml で .enabled=false 

が含まれています。
• クラスターの作成時にこの問題の修正を有効にします (以下を参照)。

次の Amazon EMR リリースには、この YARN タイムラインサーバーのパフォーマンス問題の修正が含
まれています。

EMR 5.30.2、5.31.1、5.32.1、5.33.1、5.34.x、6.0.1、6.1.1、6.2.1、6.3.1、6.4.x

上記に示されている Amazon EMR リリースで修正を有効にするには、aws emr create-cluster
コマンドのパラメータ --configurations file://./configurations.json で渡される設定の 
JSON ファイルで、以下のプロパティを true に設定します。または、再構成コンソール UI を使用して
修正を有効にします。

configurations.json ファイルの内容の例

[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch": "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]

• WebHDFS と HttpFS サーバーはデフォルトで無効になっています。Hadoop 設定
dfs.webhdfs.enabled を使用して WebHDF を再度有効にすることができます。HttpFS サーバーを
起動するには、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用します。

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories

• Hive: 最後のジョブに HDFS でスクラッチディレクトリを使用できるようにすると、書き込みクエリの
パフォーマンスが向上します。最後のジョブの一時データは Amazon S3 ではなく HDFS に書き込ま
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れ、データは Amazon S3 デバイス間ではなく HDFS から最後のテーブルの場所 (Amazon S3) に移動さ
れるため、パフォーマンスが向上します。

• Hive: Glue メタストアパーティションプルーニングにより、クエリのコンパイル時間が最大 2.5 倍に改
善されています。

• デフォルトでは、組み込みの UDF が Hive から Hive メタストアサーバーに渡されると、Glue は限定さ
れた式演算子しかサポートしていないため、組み込みの UDF のサブセットのみが Glue メタストアに渡
されます。hive.glue.partition.pruning.client=true を設定した場合、パーティションのプ
ルーニングはすべてクライアント側で行われます。hive.glue.partition.pruning.server=true
を設定した場合、パーティションのプルーニングはすべてサーバー側で行われます。

既知の問題

• Apache Hadoop HttpFS サーバーはデフォルトで無効になるため、Hue クエリは Amazon EMR 6.4.0 で
は機能しません。Amazon EMR 6.4.0 で Hue を使用するには、を使用して Amazon EMR プライマリ
ノードで HttpFS サーバーを手動で起動するかsudo systemctl start hadoop-httpfs、または
Amazon EMR のステップを使用してください。

• Livy ユーザー偽装で使用される Amazon EMR Notebooks 機能は、HttpFS がデフォルトで無効になって
いるため機能しません。この場合、EMR notebooks は Livy 偽装が有効になっているクラスターに接続
できません。回避策は、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用して EMR notebooks をク
ラスターに接続する前に、HttpFS サーバーを起動することです。

• Amazon EMR バージョン 6.4.0 では、Phoenix は Phoenix コネクタコンポーネントをサポートしていま
せん。

• Apache Oozie で Spark アクションを使用するには、Oozieworkflow.xml ファイルに次の設定を追加
する必要があります。そうしないと、Hadoop や EMRFS などの重要なライブラリが、Oozie が起動す
る Spark エグゼキューターのクラスパスから欠落することになります。

<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
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ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.3.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.18.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.47.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.13.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.13.1 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-client 3.2.1-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-4 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.4.4-amzn-0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.4.4-amzn-0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.4.4-amzn-0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.4.4-amzn-0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.4.4-amzn-0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-5 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-server 3.1.2-amzn-5 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-5 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-5 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-5 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-5 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-5 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.8.0-amzn-0 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.8.0-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-trino 0.8.0-amzn-0 Trino を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-spark 0.8.0-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.4.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.8.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット
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コンポーネント バージョン 説明

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 5.1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.254.1-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.254.1-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.254.1-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

trino-coordinator 359 trino-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

trino-worker 359 いくつかのクエリを実行する
サービス。

trino-client 359 Trino サーバーが起動されていな
い HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Trino コマンドラインクライアン
ト。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.1.2-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。
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コンポーネント バージョン 説明

spark-history-server 3.1.2-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.1.2-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.1.2-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 0.4.1 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.5.7 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.5.7 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

emr-6.4.0 分類

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.
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分類 説明 再設定アクション

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.
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hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.
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hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS services 
Namenode, Datanode, and 
ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

hudi-defaults Hudi の hudi-defaults.conf ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.
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livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-log Trino の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-config Trino の config.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-password-authenticator Trino の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-env Trino の trino-env.sh ファイルの
値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-node Trino の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

142



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.4.0

分類 説明 再設定アクション

trino-connector-blackhole Trino の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-cassandra Trino の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-hive Trino の hive.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Trino-Server (for Trino)

trino-connector-jmx Trino の jmx.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-kafka Trino の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-localfile Trino の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-memory Trino の memory.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mongodb Trino の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-mysql Trino の mysql.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-raptor Trino の raptor.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redis Trino の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-redshift Trino の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpch Trino の tpch.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

trino-connector-tpcds Trino の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.
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ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie and HiveServer2.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.
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zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 6.3.1
• アプリケーションバージョン (p. 145)
• リリースノート (p. 146)
• コンポーネントのバージョン (p. 147)
• 設定分類 (p. 152)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、PrestoSQL、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.3.1 emr-6.3.0 emr-6.2.1 emr-6.2.0

AWS SDK for Java 1.11.977 1.11.977 1.11.880 1.11.880

Delta - - - -

Flink 1.12.1 1.12.1 1.11.2 1.11.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.2.6 2.2.6 2.2.6-amzn-0 2.2.6-amzn-0

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.7.0-amzn-0 0.7.0-amzn-0 0.6.0-amzn-1 0.6.0-amzn-1

Hue 4.9.0 4.9.0 4.8.0 4.8.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.2.2 1.2.2 1.1.0 1.1.0
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  emr-6.3.1 emr-6.3.0 emr-6.2.1 emr-6.2.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.7.0 1.7.0 1.7.0 1.7.0

Mahout - - - -

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.0 5.2.0

Phoenix 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.245.1 0.245.1 0.238.3 0.238.3

Spark 3.1.1 3.1.1 3.0.1 3.0.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.4.1 2.3.1 2.3.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 350 350 343 343

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
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トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories

既知の問題

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-notebook-env 1.2.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.18.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.46.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.12.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.12.1 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-3.1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-3.1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-3.1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-3.1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-3.1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-3.1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-3.1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-3.1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-3.1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-3.1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-3.1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.2.6-amzn-1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.2.6-amzn-1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.2.6-amzn-1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.2.6-amzn-1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.2.6-amzn-1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-4 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-4 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-4 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-4 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-4 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-4 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-4 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

149



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.3.1

コンポーネント バージョン 説明

hudi 0.7.0-amzn-0 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.7.0-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-prestosql 0.7.0-amzn-0 PrestoSQL を Hudi で実行するた
めのバンドルライブラリ。

hudi-spark 0.7.0-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.2.2 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.7.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.0.0-HBase-2.0 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 5.0.0-HBase-2.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.245.1-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

presto-worker 0.245.1-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.245.1-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

prestosql-coordinator 350 prestosql-worker 間でクエリを受
け入れ、クエリの実行を管理す
るサービス。

prestosql-worker 350 いくつかのクエリを実行する
サービス。

prestosql-client 350 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.1.1-amzn-0.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.1.1-amzn-0.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.1.1-amzn-0.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.1.1-amzn-0.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 0.4.1 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

emr-6.3.1 の分類

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.
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分類 説明 再設定アクション

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.
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分類 説明 再設定アクション

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS services 
Namenode, Datanode, and 
ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.
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分類 説明 再設定アクション

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.
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hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.
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pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

prestosql-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-node PrestoSQL の node.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-blackhole PrestoSQL の 
blackhole.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-cassandra PrestoSQL の 
cassandra.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-hive PrestoSQL の hive.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-connector-jmx PrestoSQL の jmx.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-kafka PrestoSQL の kafka.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-localfile PrestoSQL の localfile.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-memory PrestoSQL の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-mongodb PrestoSQL の 
mongodb.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-mysql PrestoSQL の musql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-postgresql PrestoSQL の 
postgresql.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.
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prestosql-connector-raptor PrestoSQL の raptor.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-redis PrestoSQL の redis.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-redshift PrestoSQL の redshift.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-tpch PrestoSQL の tpcj.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-tpcds PrestoSQL の tpcds.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.
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sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie and HiveServer2.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 6.3.0
• アプリケーションバージョン (p. 160)
• リリースノート (p. 162)
• コンポーネントのバージョン (p. 167)
• 設定分類 (p. 171)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、PrestoSQL、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
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アプリケーションバージョン情報

  emr-6.3.0 emr-6.2.1 emr-6.2.0 emr-6.1.1

AWS SDK for Java 1.11.977 1.11.880 1.11.880 1.11.828

Delta - - - -

Flink 1.12.1 1.11.2 1.11.2 1.11.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.2.6 2.2.6-amzn-0 2.2.6-amzn-0 2.2.5

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.7.0-amzn-0 0.6.0-amzn-1 0.6.0-amzn-1 0.5.2-incubating-
amzn-2

Hue 4.9.0 4.8.0 4.8.0 4.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 -

JupyterHub 1.2.2 1.1.0 1.1.0 1.1.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.7.0 1.7.0 1.7.0 1.6.0

Mahout - - - -

Oozie 5.2.1 5.2.0 5.2.0 5.2.0

Phoenix 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.245.1 0.238.3 0.238.3 0.232

Spark 3.1.1 3.0.1 3.0.1 3.0.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.3.1 2.3.1 2.1.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 350 343 343 338

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14
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リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 6.3.0 に関する情報が含まれています。6.2.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2021 年 5 月 12 日

最終更新日: 2021 年 8 月 9 日

サポートされているアプリケーション

• AWS SDK for Java バージョン 1.11.977
• CloudWatch Sink バージョン 2.1.0
• DynamoDB Connector バージョン 4.16.0
• EMRFS バージョン 2.46.0
• Amazon EMR Goodies バージョン 3.2.0
• Amazon EMR Kinesis Connector バージョン 3.5.0
• Amazon EMR Record Server バージョン 2.0.0
• Amazon EMR Scripts バージョン 2.5.0
• Flink バージョン 1.12.1
• Ganglia バージョン 3.7.2
• AWS Glue Hive Metastore Client バージョン 3.2.0
• Hadoop バージョン 3.2.1-amzn-3
• HBase バージョン 2.2.6-amzn-1
• HBase-operator-tools 1.0.0
• HCatalog バージョン 3.1.2-amzn-0
• Hive バージョン 3.1.2-amzn-4
• Hudi バージョン 0.7.0-amzn-0
• Hue バージョン 4.9.0
• Java JDK バージョン Corretto-8.282.08.1 (ビルド 1.8.0_282-b08)
• JupyterHub をバージョン 1.2.0
• Livy バージョン 0.7.0-incubating
• MXNet バージョン 1.7.0
• Oozie バージョン 5.2.1
• Phoenix バージョン 5.0.0
• Pig バージョン 0.17.0
• Presto バージョン 0.245.1-amzn-0
• PrestoSQL バージョン 350
• Apache Ranger KMS (マルチマスター透過的暗号化) バージョン 2.0.0
• ranger-plugins 2.0.1-amzn-0
• ranger-s3-plugin 1.1.0
• SageMaker Spark SDK バージョン 1.4.1
• Scala バージョン 2.12.10 (OpenJDK 64 ビットサーバー VM、Java 1.8.0_282)
• Spark バージョン 3.1.1-amzn-0
• spark-rapids 0.4.1
• Sqoop バージョン 1.4.7
• TensorFlow をバージョン 2.4.1
• tez バージョン 0.9.2
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• Zeppelin バージョン 0.9.0
• Zookeeper バージョン 3.4.14
• コネクタおよびドライバー: DynamoDB Connector 4.16.0

新機能

• Amazon EMR は Amazon S3 アクセスポイントをサポートしています。これは、共有データレイクへの
アクセスを簡単に管理できる Amazon S3 の機能です。Amazon S3 アクセスポイントのエイリアスを使
用すると、Amazon EMR で大規模なデータアクセスを簡素化できます。Amazon S3 アクセスポイント
は、Amazon EMR が利用できるすべての AWS リージョンで、追加料金なしに、Amazon EMR のすべ
てのバージョンで使用できます。Amazon S3 アクセスポイントおよびアクセスポイントのエイリアスの
詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「アクセスポイントでのバケット形式のエイリアス
の使用」を参照してください。

• 新しい DescribeReleaseLabel API パラメータおよび ListReleaseLabel API パラメータ
は、Amazon EMR リリースラベルの詳細を提供します。API リクエストが実行されているリージョ
ンで利用可能なリリースをプログラムで一覧表示でき、特定の Amazon EMR リリースラベルで使
用可能なアプリケーションをプログラムで一覧表示できます。リリースラベルのパラメーターに
は、Spark などの指定したアプリケーションをサポートしている Amazon EMR リリースも一覧表示さ
れます。この情報は、Amazon EMR クラスターをプログラムで起動するために使用できます。たとえ
ば、ListReleaseLabel の結果から最新のリリースバージョンを使用してクラスターを起動できま
す。詳細については、Amazon EMR API DescribeReleaseLabelListReleaseLabelsリファレンスのおよび
を参照してください。

• Amazon EMR 6.3.0 では、Apache Ranger とネイティブに統合されるクラスターを起動できま
す。Apache Ranger は、Hadoop プラットフォーム全体で包括的なデータセキュリティを有効化、監
視、管理するためのオープンソースフレームワークです。詳細については、「Apache Ranger」を参
照してください。ネイティブ統合により、独自の Apache Ranger を導入して、Amazon EMR できめ細
かなデータアクセス制御を実施できます。「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR と Apache 
Ranger を統合する」を参照してください。

• スコープ管理ポリシー: AWS のベストプラクティスに合わせて、Amazon EMR では、非推奨となるポ
リシーの置き換えとして v2 EMR スコープのデフォルト管理ポリシーが導入されています。「Amazon 
EMR 管理ポリシー」を参照してください。

• インスタンスメタデータサービス (IMDS) V2 サポートステータス: Amazon EMR 6.2 以降では、Amazon 
EMR コンポーネントはすべての IMDS 呼び出しに IMDSv2 を使用します。アプリケーションコード
での IMDS 呼び出しでは、IMDSv1 と IMDSv2 の両方を使用するか、または、セキュリティを強化す
るために IMDSv2 のみを使用するように IMDS を設定できます。以前の Amazon EMR 6.x リリースで 
IMDSv1 を無効にすると、クラスターの起動が失敗します。

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。
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• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2「最大オープンファイル」の上限が低くなっています。Amazon EMR リリース
5.31.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0

• Spark SQL UI の explain モードのデフォルトは Spark 3.1 で extended から formatted に変更されま
した。Amazon EMR では、それを extended に戻し、Spark SQL UI に論理プラン情報を含めるように
なっています。spark.sql.ui.explainMode を formatted に設定すると、これを元に戻すことが
できます。

• 以下のコミットは Spark マスターブランチからバックポートされました。

- [SPARK-34752][ビルド] CVE-2020-27223 に対処するために Jetty を 9.4.37 にバンプ。

-[SPARK-34534] FetchShuffleBlocks ブロックをフェッチするときの blockId の順序を修正。

- [SPARK-34681] [SQL] 非等化条件で左側を構築するときの、完全外部のシャッフルされたハッシュ結
合のバグを修正。

- [SPARK-34497] [SQL] JVM セキュリティコンテキストの変更を復元するための、組み込みの JDBC 接
続プロバイダーを修正。

• Nvidia Spark RAPIDS プラグインとの相互運用性を向上させるために、アダプティブ
クエリ実行を無効にして Nvidia Spark RAPIDS を使用するときに動的パーティション
プルーニングがトリガーされない問題に対処する回避策を追加しました。「RAPIDS 
の問題 #1378」および「RAPIDS の問題 #1386」を参照してください。新しい設定
spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enforceBroadcastReuse の詳細について
は、「RAPIDS の問題 #1386」を参照してください。

• ファイル出力コミッターのデフォルトアルゴリズムは、オープンソースの Spark 3.1 の v2 アルゴリズム
から v1 アルゴリズムに変更されました。詳細については、「Amazon EMR による Spark パフォーマン
スの最適化 - ダイナミックパーティションプルーニング」を参照してください。

• パフォーマンスの低下を防ぐため、Amazon EMR は以前の Amazon EMR 6.x リリースで使用されてい
たデフォルトである v2 アルゴリズムに戻りました。オープンソースの Spark 3.1 の動作を復元するに
は、spark.hadoop.mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version を 1 に設定しま
す。オープンソースの Spark では、ファイル出力コミッターのアルゴリズム v2 のタスクコミットがア
トミックではなく、場合によっては出力データの正確性の問題を引き起こす可能性があるため、この
変更が行われました。ただし、アルゴリズム v1 のタスクコミットもアトミックではありません。場合
によっては、タスクコミットに名前変更の前に実行された削除が含まれます。これにより、サイレント
データの正確性の問題が発生する可能性があります。

• 以前の Amazon EMR リリースでマネージドスケーリングの問題を修正し、アプリケーションの障害率
が大幅に低下するように改善しました。

• 新しいクラスターごとに AWS Java SDK バンドルがインストールされました。これは、個々のコンポー
ネント jar ではなく、すべてのサービス SDK とその依存関係を含む単一の jar です。詳細については、
「Java SDK Bundled Dependency」を参照してください。

既知の問題

• Amazon EMR 6.3.0 および 6.2.0 のプライベートサブネットクラスターで、Ganglia ウェブ UI にア
クセスできません。「アクセス拒否 (403)」というエラーが表示されます。Spark、Hue、Zeppelin 
JupyterHub、Livy、Tez などの他のウェブ UI は正常に動作します。パブリックサブネットクラスター
での Ganglia ウェブ UI アクセスも正常に動作します。この問題を解決するには、を使用してプライマ
リノードの httpdsudo systemctl restart httpd サービスを再起動します。この問題は、Amazon 
EMR 6.4.0 で修正されています。

• AWS Glue Data Catalog が有効になっている場合、Spark を使用して null 文字列のロケーション URI で 
AWS Glue DB にアクセスすると、失敗する可能性があります。これは以前の Amazon EMR リリース
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で発生しますが、SPARK-31709 (https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-31709) ではより多くの
場合に当てはまります。例えば、ロケーション URI が null 文字列である デフォルトの AWS Glue DB 
内でテーブルを作成すると、spark.sql("CREATE TABLE mytest (key string) location '/
table_path';") が失敗し、「Cannot create a Path from an empty string」(空の文字列からパスを作
成できません) というメッセージが表示されます。この問題に対処するには、AWS Glue データベースの
ロケーション URI を手動で設定してから、Spark を使用してこれらのデータベース内にテーブルを作成
します。

• Amazon EMR 6.3.0 では、PrestoSQL がバージョン 343 からバージョン 350 にアップグレードされま
した。このバージョン変更に関連して、オープンソースからのセキュリティ関連の変更が 2 つありま
す。ファイルベースのカタログアクセス制御は、テーブル、スキーマ、またはセッションのプロパティ
のルールが定義されていない場合、deny から allow に変更されています。また、ファイルベースのシ
ステムアクセス制御は、カタログルールが定義されていないファイルをサポートするように変更されて
います。この場合、カタログへのすべてのアクセスが許可されます。

詳細については、「Release 344 (9 Oct 2020)」を参照してください。
• Hadoop ユーザーディレクトリ (/home/hadoop) はすべての人が読み取り可能であることに注意してくだ

さい。Unix 755 (drwxr-xr-x)、Hive のようなフレームワークによって読み取りアクセスが許可許可許可許
可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可許可が
あります。/home/hadoop とそのサブディレクトリにファイルを配置できますが、機密情報を保護する
ために、これらのディレクトリに対するアクセス許可に注意してください。

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0 
オープンファイルの上限が低いリリースでは、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」
というエラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大
オープンファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 
65536 ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark 
ドライバーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗しま
す。この問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブー
トストラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。
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#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• Important

Amazon Linux AMI または Amazon Linux 2 AMI (Amazon Linux マシンイメージ) を実行してい
る Amazon EMR クラスターは、デフォルトの Amazon Linux 動作を使用します。再起動が必
要な重要なカーネル更新が自動的にダウンロードされてインストールされることはありませ
ん。これは、デフォルトの Amazon Linux AMI を実行している他の Amazon EC2 インスタンス
と同じ動作です。Amazon EMR バージョンのリリース後に、再起動が必要な新しい Amazon 
Linux ソフトウェア更新 (カーネル、NVIDIA、CUDA の更新など) が使用可能になった場合、デ
フォルトの AMI を実行する Amazon EMR クラスターインスタンスで、それらの更新が自動的
にダウンロードされてインストールされることはありません。カーネルの更新を取得するため
に、Amazon EMR AMI をカスタマイズして、最新の Amazon Linux AMI を使用できます。

• Apache Oozie で Spark アクションを使用するには、Oozieworkflow.xml ファイルに次の設定を追加
する必要があります。そうしないと、Hadoop や EMRFS などの重要なライブラリが、Oozie が起動す
る Spark エグゼキューターのクラスパスから欠落することになります。

<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.2.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.18.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.46.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.12.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.12.1 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-3 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.2.6-amzn-1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.2.6-amzn-1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.2.6-amzn-1 HBase コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-rest-server 2.2.6-amzn-1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.2.6-amzn-1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-4 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-4 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-4 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-4 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-4 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-4 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-4 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.7.0-amzn-0 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.7.0-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-prestosql 0.7.0-amzn-0 PrestoSQL を Hudi で実行するた
めのバンドルライブラリ。

hudi-spark 0.7.0-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.2.2 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー
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mxnet 1.7.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.0.0-HBase-2.0 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 5.0.0-HBase-2.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.245.1-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.245.1-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.245.1-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

prestosql-coordinator 350 prestosql-worker 間でクエリを受
け入れ、クエリの実行を管理す
るサービス。

prestosql-worker 350 いくつかのクエリを実行する
サービス。

prestosql-client 350 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト
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ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.1.1-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.1.1-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.1.1-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.1.1-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 0.4.1 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。
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capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.
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hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.
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hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS services 
Namenode, Datanode, and 
ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.
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mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

prestosql-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-node PrestoSQL の node.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-blackhole PrestoSQL の 
blackhole.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.
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prestosql-connector-cassandra PrestoSQL の 
cassandra.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-hive PrestoSQL の hive.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-connector-jmx PrestoSQL の jmx.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-kafka PrestoSQL の kafka.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-localfile PrestoSQL の localfile.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-memory PrestoSQL の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-mongodb PrestoSQL の 
mongodb.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-mysql PrestoSQL の musql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-postgresql PrestoSQL の 
postgresql.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-raptor PrestoSQL の raptor.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-redis PrestoSQL の redis.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-redshift PrestoSQL の redshift.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-tpch PrestoSQL の tpcj.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-tpcds PrestoSQL の tpcds.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.
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ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie and HiveServer2.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.
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zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 6.2.1
• アプリケーションバージョン (p. 180)
• リリースノート (p. 181)
• コンポーネントのバージョン (p. 182)
• 設定分類 (p. 187)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、PrestoSQL、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.2.1 emr-6.2.0 emr-6.1.1 emr-6.1.0

AWS SDK for Java 1.11.880 1.11.880 1.11.828 1.11.828

Delta - - - -

Flink 1.11.2 1.11.2 1.11.0 1.11.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.2.6-amzn-0 2.2.6-amzn-0 2.2.5 2.2.5

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.6.0-amzn-1 0.6.0-amzn-1 0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.2-incubating-
amzn-2

Hue 4.8.0 4.8.0 4.7.1 4.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 - -
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  emr-6.2.1 emr-6.2.0 emr-6.1.1 emr-6.1.0

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.7.0 1.7.0 1.6.0 1.6.0

Mahout - - - -

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.2.0 5.2.0

Phoenix 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.238.3 0.238.3 0.232 0.232

Spark 3.0.1 3.0.1 3.0.0 3.0.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.3.1 2.3.1 2.1.0 2.1.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 343 343 338 338

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。
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• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2「最大オープンファイル」の上限が低くなっています。Amazon EMR リリース
5.31.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories

既知の問題

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-goodies 3.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.0.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.16.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.0.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.44.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.11.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.11.2 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-2.1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-2.1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-2.1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-2.1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-2.1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-2.1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-2.1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-2.1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-2.1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-2.1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-2.1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.2.6-amzn-0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.2.6-amzn-0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.2.6-amzn-0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.2.6-amzn-0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.2.6-amzn-0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-3 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-3 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-3 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-3 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-3 Hive-hbase クライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-3 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-3 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.6.0-amzn-1 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.6.0-amzn-1 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-prestosql 0.6.0-amzn-1 PrestoSQL を Hudi で実行するた
めのバンドルライブラリ。

hudi-spark 0.6.0-amzn-1 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.8.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.7.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.0.0-HBase-2.0 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-query-server 5.0.0-HBase-2.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.238.3-amzn-1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.238.3-amzn-1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.238.3-amzn-1 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

prestosql-coordinator 343 prestosql-worker 間でクエリを受
け入れ、クエリの実行を管理す
るサービス。

prestosql-worker 343 いくつかのクエリを実行する
サービス。

prestosql-client 343 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.0.1-amzn-0.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.0.1-amzn-0.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.0.1-amzn-0.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.0.1-amzn-0.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 0.2.0 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。
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コンポーネント バージョン 説明

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.3.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0-preview1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

emr-6.2.1 の分類

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
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分類 説明 再設定アクション
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Not available.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Not available.

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプ
ロパティ設定を変更してくださ
い。

Not available.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Not available.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.
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hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.
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hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.
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httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.
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phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

prestosql-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-node PrestoSQL の node.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-blackhole PrestoSQL の 
blackhole.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-cassandra PrestoSQL の 
cassandra.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-hive PrestoSQL の hive.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-connector-jmx PrestoSQL の jmx.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-kafka PrestoSQL の kafka.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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prestosql-connector-localfile PrestoSQL の localfile.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-memory PrestoSQL の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-mongodb PrestoSQL の 
mongodb.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-mysql PrestoSQL の musql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-postgresql PrestoSQL の 
postgresql.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-raptor PrestoSQL の raptor.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-redis PrestoSQL の redis.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-redshift PrestoSQL の redshift.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-tpch PrestoSQL の tpcj.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-tpcds PrestoSQL の tpcds.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.
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spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 6.2.0
• アプリケーションバージョン (p. 196)
• リリースノート (p. 197)
• コンポーネントのバージョン (p. 202)
• 設定分類 (p. 207)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、PrestoSQL、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.2.0 emr-6.1.1 emr-6.1.0 emr-6.0.1

AWS SDK for Java 1.11.880 1.11.828 1.11.828 1.11.711

Delta - - - -

Flink 1.11.2 1.11.0 1.11.0 -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.2.6-amzn-0 2.2.5 2.2.5 2.2.3

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.6.0-amzn-1 0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.0-incubating-
amzn-1

Hue 4.8.0 4.7.1 4.7.1 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.0.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.6.0

MXNet 1.7.0 1.6.0 1.6.0 1.5.1

Mahout - - - -

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.2.0 5.1.0

Phoenix 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 -

Presto 0.238.3 0.232 0.232 0.230

Spark 3.0.1 3.0.0 3.0.0 2.4.4
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  emr-6.2.0 emr-6.1.1 emr-6.1.0 emr-6.0.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 -

TensorFlow 2.3.1 2.1.0 2.1.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 343 338 338 -

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 6.2.0 に関する情報が含まれています。6.1.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 12 月 9 日

最終更新日: 2021 年 10 月 4 日

サポートされているアプリケーション

• AWS SDK for Java バージョン 1.11.828
• emr-record-server をバージョン 1.7.0
• Flink バージョン 1.11.2
• Ganglia バージョン 3.7.2
• Hadoop バージョン 3.2.1-amzn-1
• HBase バージョン 2.2.6-amzn-0
• HBase-operator-tools 1.0.0
• HCatalog バージョン 3.1.2-amzn-0
• Hive バージョン 3.1.2-amzn-3
• Hudi バージョン 0.6.0-amzn-1
• Hue バージョン 4.8.0
• JupyterHub をバージョン 1.1.0
• Livy バージョン 0.7.0
• MXNet バージョン 1.7.0
• Oozie バージョン 5.2.0
• Phoenix バージョン 5.0.0
• Pig バージョン 0.17.0
• Presto バージョン 0.238.3-amzn-1
• PrestoSQL バージョン 343
• Spark バージョン 3.0.1-amzn-0
• spark-rapids 0.2.0
• TensorFlow バージョン 2.3.1
• Zeppelin バージョン 0.9.0-preview1
• Zookeeper バージョン 3.4.14
• コネクタおよびドライバー: DynamoDB Connector 4.16.0
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新機能

• HBase: コミットフェーズでの名前変更を削除し、永続的 HFile トラッキングを追加しました。
「Amazon EMR リリース ガイド」の「永続的 HFile トラッキング」を参照してください。

• HBase:「Create a config that forces to cache blocks on compaction」をバックポートしました。
• PrestoDB: ダイナミックパーティションプルーニングの改善。ルールベースの結合順序は、パーティ

ション分割されていないデータに対して機能します。
• スコープ管理ポリシー: AWS のベストプラクティスに合わせて、Amazon EMR では、非推奨となるポ

リシーの置き換えとして v2 EMR スコープのデフォルト管理ポリシーが導入されています。「Amazon 
EMR 管理ポリシー」を参照してください。

• インスタンスメタデータサービス (IMDS) V2 サポートステータス: Amazon EMR 6.2 以降では、Amazon 
EMR コンポーネントはすべての IMDS 呼び出しに IMDSv2 を使用します。アプリケーションコード
での IMDS 呼び出しでは、IMDSv1 と IMDSv2 の両方を使用するか、または、セキュリティを強化す
るために IMDSv2 のみを使用するように IMDS を設定できます。以前の Amazon EMR 6.x リリースで 
IMDSv1 を無効にすると、クラスターの起動が失敗します。

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2「最大オープンファイル」の上限が低くなっています。Amazon EMR リリース
5.31.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0

• Spark: Spark ランタイムのパフォーマンスが向上しました。

既知の問題

• Amazon EMR 6.2.0 で、EMR 6.2.0 の /etc/cron.d/libinstance-controller-java ファイルに対して正しくな
いアクセス許可が設定されています。ファイルに対するアクセス許可は、644 (-rw-r—r—) であるべきと
きに 645 (-rw-r--r-x) になります。その結果、Amazon EMR バージョン 6.2 ではインスタンス状態ログが
記録されず、/emr/instance-logs ディレクトリは空になります。この問題は、Amazon EMR 6.3.0 以降で
修正されています。

この問題を回避するには、クラスター起動時に以下のスクリプトをブートストラップアクションとして
実行します。

#!/bin/bash
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sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java 
             

• Amazon EMR 6.2.0 および 6.3.0 のプライベートサブネットクラスターで、Ganglia ウェブ UI にア
クセスできません。「アクセス拒否 (403)」というエラーが表示されます。Spark、Hue、Zeppelin 
JupyterHub、Livy、Tez などの他のウェブ UI は正常に動作します。パブリックサブネットクラスター
での Ganglia ウェブ UI アクセスも正常に動作します。この問題を解決するには、を使用してプライマ
リノードの httpdsudo systemctl restart httpd サービスを再起動します。この問題は、Amazon 
EMR 6.4.0 で修正されています。

• Amazon EMR 6.2.0 で、httpd が連続して失敗し、Ganglia が利用できないという問題があります。
「サーバーに接続できません」というエラーが表示されます。この問題が発生している、すでに実行
されているクラスターを修正するには、クラスターのプライマリノードに SSHListen 80 接続し
て、httpd.confにあるファイルにその行を追加します/etc/httpd/conf/httpd.conf。この問題
は、Amazon EMR 6.3.0 で修正されています。

• セキュリティ設定を使用している場合、EMR 6.2.0 クラスターで HTTPD が失敗します。これによ
り、Ganglia ウェブアプリケーションのユーザーインターフェイスが使用できなくなります。Ganglia 
Web アプリケーションのユーザーインターフェイスにアクセスするには、/etc/httpd/conf/
httpd.confクラスターのプライマリノード上のファイルに追加しますListen 80。クラスターへの接
続の詳細については、「SSH を使用してプライマリノードConnect する」を参照してください。

EMR Notebooks では、セキュリティ構成を使用する場合、EMR 6.2.0 クラスターとの接続の確立にも
失敗します。ノートブックは、カーネルのリストと Spark ジョブの送信に失敗します。代わりに、別の
バージョンの Amazon EMR で EMR Notebooks を使用することをお勧めします。

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0 
オープンファイルの上限が低いリリースでは、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」
というエラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大
オープンファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 
65536 ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark 
ドライバーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗しま
す。この問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブー
トストラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する
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ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• Important

Amazon EMR 6.1.0 および 6.2.0 には、Hudi の挿入、アップサート、および削除操作すべてに
大きな影響を及ぼす可能性があるパフォーマンスの問題が含まれています。Amazon EMR 6.1.0 
または 6.2.0 で Hudi を使用する予定の場合は、AWS サポートに連絡して、パッチが適用され
た Hudi RPM を入手してください。

• Important

Amazon Linux AMI または Amazon Linux 2 AMI (Amazon Linux マシンイメージ) を実行してい
る Amazon EMR クラスターは、デフォルトの Amazon Linux 動作を使用します。再起動が必
要な重要なカーネル更新が自動的にダウンロードされてインストールされることはありませ
ん。これは、デフォルトの Amazon Linux AMI を実行している他の Amazon EC2 インスタンス
と同じ動作です。Amazon EMR バージョンのリリース後に、再起動が必要な新しい Amazon 
Linux ソフトウェア更新 (カーネル、NVIDIA、CUDA の更新など) が使用可能になった場合、デ
フォルトの AMI を実行する Amazon EMR クラスターインスタンスで、それらの更新が自動的
にダウンロードされてインストールされることはありません。カーネルの更新を取得するため
に、Amazon EMR AMI をカスタマイズして、最新の Amazon Linux AMI を使用できます。

• Amazon EMR 6.2.0 の Maven アーティファクトは公開されません。これらは Amazon EMR の将来のリ
リースで公開される予定です。

• HBase ストアファイルシステムテーブルを使用した永続的な HFile トラッキングは、HBase リージョン
のレプリケーション機能をサポートしていません。HBase リージョンレプリケーションの詳細について
は、「Timeline-consistent High Available Reads」を参照してください。

• Amazon EMR 6.x と EMR 5.x の Hive バケット化バージョンの違い

EMR 5.x では OOS Apache Hive 2 を使用していますが、EMR 6.x では OOS Apache Hive 3を使用して
います。オープンソースの Hive2 ではバケット化バージョン 1 を使用していますが、オープンソースの 
Hive3 ではバケット化バージョン 2 を使用しています。Hive 2 (EMR 5.x) と Hive 3 (EMR 6.x) のこのバ
ケット化バージョンの違いは、Hive のバケット化ハッシュ関数が異なることを意味します。以下の例を
参照してください。

次の表は、それぞれ EMR 6.x および EMR 5.x で作成した例です。

-- Using following LOCATION in EMR 6.x
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
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LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x  
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';

EMR 6.x と EMR 5.x の両方に同じデータを挿入しています。

INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');

S3 の場所を確認すると、バケット化ファイル名が異なることが示されています。これは、ハッシュ関数
が EMR 6.x (Hive 3) と EMR 5.x (Hive 2) で異なるためです。

[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:32:07         13 000066_0
2020-10-21 20:32:51         14 000072_0

EMR 6.x で、Hive CLI で次のコマンドを実行し、バージョンの違いを確認することもできます。バケッ
ト化バージョン 2 が返されることに注意してください。

hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters: 
    bucketing_version       2
...

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードの 1 ノードにhadoopユーザーとして SSH 

接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
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• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.0.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.16.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.0.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.44.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。
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コンポーネント バージョン 説明

flink-client 1.11.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.11.2 Apache Flink 用の EMR ノード上
のリソースの管理 JobManager。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-2 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。
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hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.2.6-amzn-0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.2.6-amzn-0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.2.6-amzn-0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.2.6-amzn-0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.2.6-amzn-0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-3 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-3 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-3 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-3 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-3 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-3 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-3 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.6.0-amzn-1 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.6.0-amzn-1 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-prestosql 0.6.0-amzn-1 PrestoSQL を Hudi で実行するた
めのバンドルライブラリ。

204



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.2.0

コンポーネント バージョン 説明

hudi-spark 0.6.0-amzn-1 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.8.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.7.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.0.0-HBase-2.0 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 5.0.0-HBase-2.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.238.3-amzn-1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.238.3-amzn-1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.238.3-amzn-1 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。
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prestosql-coordinator 343 prestosql-worker 間でクエリを受
け入れ、クエリの実行を管理す
るサービス。

prestosql-worker 343 いくつかのクエリを実行する
サービス。

prestosql-client 343 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.0.1-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.0.1-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.0.1-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.0.1-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

spark-rapids 0.2.0 GPU で Apache Spark を高速化
する Nvidia Spark RAPIDS プラ
グイン。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.3.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0-preview1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

emr-6.2.0 の分類

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
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NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Not available.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Not available.

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプ
ロパティ設定を変更してくださ
い。

Not available.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Not available.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop HDFS 
services SecondaryNamenode, 
Datanode, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

208



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.2.0

分類 説明 再設定アクション

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

This classification should not be 
reconfigured.

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。 Restarts Hadoop HDFS ZKFC.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat server.

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-
curated 設定。

Sets configurations to launch 
Hive LLAP service.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2, 
HiveMetastore, and Hive 
HCatalog-Server. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.
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jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.
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presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoDB)

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

prestosql-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-node PrestoSQL の node.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-blackhole PrestoSQL の 
blackhole.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-cassandra PrestoSQL の 
cassandra.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-hive PrestoSQL の hive.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Presto-Server (for 
PrestoSQL)

prestosql-connector-jmx PrestoSQL の jmx.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-kafka PrestoSQL の kafka.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-localfile PrestoSQL の localfile.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-memory PrestoSQL の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-mongodb PrestoSQL の 
mongodb.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-mysql PrestoSQL の musql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-postgresql PrestoSQL の 
postgresql.properties ファイルの
値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-raptor PrestoSQL の raptor.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-redis PrestoSQL の redis.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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prestosql-connector-redshift PrestoSQL の redshift.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-tpch PrestoSQL の tpcj.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

prestosql-connector-tpcds PrestoSQL の tpcds.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restart Oozie.
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分類 説明 再設定アクション

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 6.1.1
• アプリケーションバージョン (p. 215)
• リリースノート (p. 216)
• コンポーネントのバージョン (p. 217)
• 設定分類 (p. 222)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、PrestoSQL、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.1.1 emr-6.1.0 emr-6.0.1 emr-6.0.0

AWS SDK for Java 1.11.828 1.11.828 1.11.711 1.11.711

Delta - - - -
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  emr-6.1.1 emr-6.1.0 emr-6.0.1 emr-6.0.0

Flink 1.11.0 1.11.0 - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.2.5 2.2.5 2.2.3 2.2.3

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.0-incubating-
amzn-1

0.5.0-incubating-
amzn-1

Hue 4.7.1 4.7.1 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.0.0 1.0.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.6.0 1.6.0 1.5.1 1.5.1

Mahout - - - -

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 - -

Presto 0.232 0.232 0.230 0.230

Spark 3.0.0 3.0.0 2.4.4 2.4.4

Sqoop 1.4.7 1.4.7 - -

TensorFlow 2.1.0 2.1.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 338 338 - -

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。
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変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2「最大オープンファイル」の上限が低くなっています。Amazon EMR リリース
5.31.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.3.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.14.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.0.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.42.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.11.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-1.1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-1.1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-1.1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-1.1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-1.1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-1.1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-1.1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-1.1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-1.1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-1.1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-1.1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.2.5 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.2.5 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.2.5 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.2.5 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.2.5 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.5.2-incubating-amzn-2 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。
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コンポーネント バージョン 説明

hudi-presto 0.5.2-incubating-amzn-2 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-prestosql 0.5.2-incubating-amzn-2 PrestoSQL を Hudi で実行するた
めのバンドルライブラリ。

hudi-spark 0.5.2-incubating-amzn-2 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.7.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.6.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.3.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.0.0-HBase-2.0 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 5.0.0-HBase-2.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.232 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.232 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

presto-client 0.232 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

prestosql-coordinator 338 prestosql-worker 間でクエリを受
け入れ、クエリの実行を管理す
るサービス。

prestosql-worker 338 いくつかのクエリを実行する
サービス。

prestosql-client 338 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.0.0-amzn-0.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.0.0-amzn-0.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.0.0-amzn-0.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.0.0-amzn-0.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.1.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0-preview1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-6.1.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-executor Hadoop YARN の container-executor.cfg ファイル
の値を変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。
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hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-curated 設定。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。
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pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

prestosql-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

prestosql-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

prestosql-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

prestosql-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

prestosql-node PrestoSQL の node.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-blackhole PrestoSQL の blackhole.properties ファイルの値を
変更します。

prestosql-connector-cassandra PrestoSQL の cassandra.properties ファイルの値
を変更します。

prestosql-connector-hive PrestoSQL の hive.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-jmx PrestoSQL の jmx.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-kafka PrestoSQL の kafka.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-localfile PrestoSQL の localfile.properties ファイルの値を変
更します。

prestosql-connector-memory PrestoSQL の memory.properties ファイルの値を
変更します。

prestosql-connector-mongodb PrestoSQL の mongodb.properties ファイルの値を
変更します。

prestosql-connector-mysql PrestoSQL の musql.properties ファイルの値を変
更します。

prestosql-connector-postgresql PrestoSQL の postgresql.properties ファイルの値
を変更します。

prestosql-connector-raptor PrestoSQL の raptor.properties ファイルの値を変
更します。

prestosql-connector-redis PrestoSQL の redis.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-redshift PrestoSQL の redshift.properties ファイルの値を変
更します。
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prestosql-connector-tpch PrestoSQL の tpcj.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-tpcds PrestoSQL の tpcds.properties ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 6.1.0
• アプリケーションバージョン (p. 228)
• リリースノート (p. 229)
• コンポーネントのバージョン (p. 233)
• 設定分類 (p. 238)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、PrestoSQL、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.1.1 emr-6.1.0 emr-6.0.1 emr-6.0.0

AWS SDK for Java 1.11.828 1.11.828 1.11.711 1.11.711

Delta - - - -

Flink 1.11.0 1.11.0 - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.2.5 2.2.5 2.2.3 2.2.3

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.0-incubating-
amzn-1

0.5.0-incubating-
amzn-1

Hue 4.7.1 4.7.1 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.0.0 1.0.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.6.0 1.6.0 1.5.1 1.5.1
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  emr-6.1.1 emr-6.1.0 emr-6.0.1 emr-6.0.0

Mahout - - - -

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 - -

Presto 0.232 0.232 0.230 0.230

Spark 3.0.0 3.0.0 2.4.4 2.4.4

Sqoop 1.4.7 1.4.7 - -

TensorFlow 2.1.0 2.1.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 338 338 - -

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 6.1.0 に関する情報が含まれています。6.0.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 9 月 4 日

最終更新日: 2020 年 10 月 15 日

サポートされているアプリケーション

• AWS SDK for Java バージョン 1.11.828
• Flink バージョン 1.11.0
• Ganglia バージョン 3.7.2
• Hadoop バージョン 3.2.1-amzn-1
• HBase バージョン 2.2.5
• HBase-operator-tools 1.0.0
• HCatalog バージョン 3.1.2-amzn-0
• Hive バージョン 3.1.2-amzn-1
• Hudi バージョン 0.5.2-incubating
• Hue バージョン 4.7.1
• JupyterHub バージョン 1.1.0
• Livy バージョン 0.7.0
• MXNet バージョン 1.6.0
• Oozie バージョン 5.2.0
• Phoenix バージョン 5.0.0
• Presto バージョン 0.232
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• PrestoSQL バージョン 338
• Spark バージョン 3.0.0-amzn-0
• TensorFlow バージョン 2.1.0
• Zeppelin バージョン 0.9.0-preview1
• Zookeeper バージョン 3.4.14
• コネクタおよびドライバー: DynamoDB Connector 4.14.0

新機能

• ARM インスタンスタイプは、Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降および Amazon EMR バージョン 
6.1.0 以降でサポートされています。

• M6g 汎用インスタンスタイプは、Amazon EMR バージョン 6.1.0 以降および Amazon EMR バージョン 
5.30.0 以降でサポートされています。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「サポートされ
るインスタンスタイプ」を参照してください。

• EC2 プレイスメントグループ機能は、複数のプライマリノードクラスターのオプションとして Amazon 
EMR バージョン 5.23.0 以降でサポートされています。現在、プレイスメントグループ機能ではプライ
マリノードタイプのみがサポートされており、SPREADこの戦略はそれらのプライマリノードに適用さ
れます。SPREADこの戦略では、ハードウェア障害の発生時に複数のプライマリノードが失われるのを
防ぐため、少数のインスタンスを別個の基盤となるハードウェア全体に配置します。詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「EC2 プレイスメントグループと EMR の統合」を参照してください。

• マネージドスケーリング-Amazon EMR バージョン 6.1.0 では、Amazon EMR マネージドスケーリング
を有効にすることで、ワークロードに応じてクラスター内のインスタンスやユニットの数を自動的に増
減できます。Amazon EMR はクラスターメトリックスを継続的に評価して、クラスターのコストと速
度を最適化するスケーリング決定を行います。マネージドスケーリングは、Amazon EMR バージョン 
5.30.0 以降 (6.0.0 を除く) でも使用できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラ
スターリソースのスケーリング」を参照してください。

• PrestoSQL バージョン 338 は EMR 6.1.0 でサポートされています。詳細については、「Presto」を参照
してください。
• PrestoSQL は EMR 6.1.0 以降のバージョンでのみサポートされています。EMR 6.0.0 および EMR 5.x 

ではサポートされていません。
• アプリケーション名 Presto は、クラスターに PrestoDB をインストールするために引き続き使用さ

れます。クラスターに PrestoDB をインストールするには、アプリケーション名 PrestoSQL を使用
します。

• PrestoDB または PrestoSQL のいずれかをインストールできますが、両方を 1 つのクラスターにイン
ストールすることはできません。クラスターの作成時に PrestoDB と PrestoSQL の両方を指定する
と、検証エラーが発生し、クラスター作成リクエストは失敗します。

• PrestoSQL は、シングルマスタークラスターとマルチマスタークラスターの両方でサポートされてい
ます。マルチマスタークラスターでは、PrestoSQL または PrestoDB を実行するには、外部 Hive メ
タストアが必要です。複数のプライマリノードがある EMR クラスターでサポートされるアプリケー
ションを参照してください。

• Docker を使用した Apache Hadoop および Apache Spark での ECR 自動認証サポート: Spark ユーザー
は、Docker Hub および Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の Docker イメージを使用し
て、環境とライブラリの依存関係を定義できます。

Docker を設定し、Amazon EMR 6.x を使用して Docker で Spark アプリケーションを実行します。
• EMR は Apache Hive ACID トランザクションをサポートしています。Amazon EMR 6.1.0 では、デー

タベースの ACID プロパティに準拠するように Hive ACID トランザクションのサポートが追加されてい
ます。この機能を使用すると、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のデータを使用して Hive 
マネージドテーブルで INSERT, UPDATE, DELETE, および MERGE の各オペレーションを実行できま
す。これは、ストリーミングの取り込み、データの再記述、MERGE を使用した一括更新、徐々に変化
するディメンションなどのユースケースにとって重要な機能です。設定例とユースケースを含め、詳細
については、「Amazon EMR supports Apache Hive ACID transactions」を参照してください。
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変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2「最大オープンファイル」の上限が低くなっています。Amazon EMR リリース
5.31.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0

• Apache Flink は EMR 6.0.0 ではサポートされていませんが、Flink 1.11.0 と EMR 6.1.0 ではサポートさ
れています。これは、Hadoop 3 を公式にサポートする Flink の最初のバージョンです。「Apache Flink 
1.11.0 Release Announcement」を参照してください。

• Ganglia はデフォルトの EMR 6.1.0 パッケージバンドルから削除されました。

既知の問題

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0 
オープンファイルの上限が低いリリースでは、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」
というエラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大
オープンファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 
65536 ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark 
ドライバーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗しま
す。この問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブー
トストラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536
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2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• Important

Amazon EMR 6.1.0 および 6.2.0 には、Hudi の挿入、アップサート、および削除操作すべてに
大きな影響を及ぼす可能性があるパフォーマンスの問題が含まれています。Amazon EMR 6.1.0 
または 6.2.0 で Hudi を使用する予定の場合は、AWS サポートに連絡して、パッチが適用され
た Hudi RPM を入手してください。

• spark.driver.extraJavaOptions と spark.executor.extraJavaOptions を使用してカスタ
ムのガベージコレクション設定を指定すると、ガベージコレクション設定の競合のために、EMR 6.1 
でドライバー/エグゼキュターの起動に失敗します。EMR リリース 6.1.0 では、代わりにプロパティ
spark.driver.defaultJavaOptions と spark.executor.defaultJavaOptions を使用して、
ドライバーとエグゼキュターのカスタムの Spark ガベージコレクション設定を指定する必要がありま
す。詳細については、「Apache Spark のランタイム環境」および「Amazon EMR 6.1.0 での Spark ガ
ベージコレクションの設定」を参照してください。

• Oozie で Pig を (Hue 内で。Hue では、Oozie アクションを使用して Pig スクリプトを実行するため) 使
用すると、native-lzo ライブラリをロードできないというエラーが生成されます。このエラーメッセージ
は情報であるため、Pig の実行はブロックされません。

• Hudi 同時実行のサポート: 現在、Hudi は単一の Hudi テーブルへの同時書き込みをサポートしていませ
ん。さらに、Hudi は新しいライターの起動を許可する前に、進行中のライターによって行われた変更
をロールバックします。同時書き込みは、このメカニズムを妨げて、競合状態を引き起こし、データの
破損につながる可能性があります。データ処理ワークフローの一部として、いつでも 1 つの Hudi テー
ブルに対して動作する Hudi ライターが 1 つだけであることを確認してください。Hudi は、同じ Hudi 
テーブルに対して動作する複数の同時リーダーをサポートしています。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
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ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードの 1 ノードにhadoopユーザーとして SSH 

接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

• Amazon EMR 6.1.0 には、Presto を実行しているクラスターに影響する問題があります。長時間 (日
単位) 後に、クラスターが「su: failed to execute /bin/bash: Resource temporarily unavailable」(su: /
bin/bash の実行に失敗しました:リソースを一時的に利用できません) または「shell request failed on 
channel 0」(チャネル 0 でシェルリクエストが失敗しました) などのエラーをスローする可能性がありま
す。この問題は、多すぎるライトウェイトプロセス (LWPInstanceController) を生成する内部 Amazon 
EMR プロセス () が原因で発生し、最終的に Hadoop ユーザーが nproc の制限を超えることになり
ます。これにより、ユーザーは追加のプロセスを開くことができなくなります。この問題の解決策
は、EMR 6.2.0 にアップグレードすることです。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.3.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.14.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 2.0.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.42.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.11.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.2.5 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.2.5 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.2.5 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.2.5 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.2.5 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.5.2-incubating-amzn-2 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。
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コンポーネント バージョン 説明

hudi-presto 0.5.2-incubating-amzn-2 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-prestosql 0.5.2-incubating-amzn-2 PrestoSQL を Hudi で実行するた
めのバンドルライブラリ。

hudi-spark 0.5.2-incubating-amzn-2 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.7.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.6.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.3.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.0.0-HBase-2.0 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 5.0.0-HBase-2.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.232 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.232 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

presto-client 0.232 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

prestosql-coordinator 338 prestosql-worker 間でクエリを受
け入れ、クエリの実行を管理す
るサービス。

prestosql-worker 338 いくつかのクエリを実行する
サービス。

prestosql-client 338 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 2.0.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 3.0.0-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 3.0.0-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 3.0.0-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 3.0.0-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.1.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0-preview1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-6.1.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-executor Hadoop YARN の container-executor.cfg ファイル
の値を変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-curated 設定。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。
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分類 説明

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

prestosql-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

prestosql-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

prestosql-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

prestosql-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

prestosql-node PrestoSQL の node.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-blackhole PrestoSQL の blackhole.properties ファイルの値を
変更します。

prestosql-connector-cassandra PrestoSQL の cassandra.properties ファイルの値
を変更します。

prestosql-connector-hive PrestoSQL の hive.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-jmx PrestoSQL の jmx.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-kafka PrestoSQL の kafka.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-localfile PrestoSQL の localfile.properties ファイルの値を変
更します。

prestosql-connector-memory PrestoSQL の memory.properties ファイルの値を
変更します。

prestosql-connector-mongodb PrestoSQL の mongodb.properties ファイルの値を
変更します。

prestosql-connector-mysql PrestoSQL の musql.properties ファイルの値を変
更します。

prestosql-connector-postgresql PrestoSQL の postgresql.properties ファイルの値
を変更します。

prestosql-connector-raptor PrestoSQL の raptor.properties ファイルの値を変
更します。

prestosql-connector-redis PrestoSQL の redis.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-redshift PrestoSQL の redshift.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

prestosql-connector-tpch PrestoSQL の tpcj.properties ファイルの値を変更
します。

prestosql-connector-tpcds PrestoSQL の tpcds.properties ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 6.0.1
• アプリケーションバージョン (p. 244)
• リリースノート (p. 245)
• コンポーネントのバージョン (p. 246)
• 設定分類 (p. 250)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Presto、Spark、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-6.1.1 emr-6.1.0 emr-6.0.1 emr-6.0.0

AWS SDK for Java 1.11.828 1.11.828 1.11.711 1.11.711

Delta - - - -

Flink 1.11.0 1.11.0 - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.2.5 2.2.5 2.2.3 2.2.3

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.0-incubating-
amzn-1

0.5.0-incubating-
amzn-1

Hue 4.7.1 4.7.1 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.0.0 1.0.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.6.0 1.6.0 1.5.1 1.5.1

Mahout - - - -
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  emr-6.1.1 emr-6.1.0 emr-6.0.1 emr-6.0.0

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 - -

Presto 0.232 0.232 0.230 0.230

Spark 3.0.0 3.0.0 2.4.4 2.4.4

Sqoop 1.4.7 1.4.7 - -

TensorFlow 2.1.0 2.1.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 338 338 - -

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2「最大オープンファイル」の上限が低くなっています。Amazon EMR リリース
5.31.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.6 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.14.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.5.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.39.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-0.1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。
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hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-0.1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-0.1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-0.1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-0.1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-0.1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-0.1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-0.1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-0.1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-0.1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-0.1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 2.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

247



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.0.1

コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.5.0-incubating-amzn-1 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.5.0-incubating-amzn-1 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.0.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.5.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。
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phoenix-library 5.0.0-HBase-2.0 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 5.0.0-HBase-2.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.230 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.230 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.230 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.4 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.4 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.4 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.4 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0-SNAPSHOT インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。
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設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-6.0.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-executor Hadoop YARN の container-executor.cfg ファイル
の値を変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。
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hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-curated 設定。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。
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jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 6.0.0
• アプリケーションバージョン (p. 254)
• リリースノート (p. 255)
• コンポーネントのバージョン (p. 259)
• 設定分類 (p. 263)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Oozie、Phoenix、Presto、Spark、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
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アプリケーションバージョン情報

  emr-6.1.1 emr-6.1.0 emr-6.0.1 emr-6.0.0

AWS SDK for Java 1.11.828 1.11.828 1.11.711 1.11.711

Delta - - - -

Flink 1.11.0 1.11.0 - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 2.2.5 2.2.5 2.2.3 2.2.3

HCatalog 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hadoop 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1

Hive 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2

Hudi 0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.2-incubating-
amzn-2

0.5.0-incubating-
amzn-1

0.5.0-incubating-
amzn-1

Hue 4.7.1 4.7.1 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.0.0 1.0.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.6.0 1.6.0 1.5.1 1.5.1

Mahout - - - -

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Pig 0.17.0 0.17.0 - -

Presto 0.232 0.232 0.230 0.230

Spark 3.0.0 3.0.0 2.4.4 2.4.4

Sqoop 1.4.7 1.4.7 - -

TensorFlow 2.1.0 2.1.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) 338 338 - -

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 6.0.0 に関する情報が含まれています。
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初回リリース日: 2020 年 3 月 10 日

サポートされているアプリケーション

• AWS SDK for Java バージョン 1.11.711
• Ganglia バージョン 3.7.2
• Hadoop バージョン 3.2.1
• HBase バージョン 2.2.3
• HCatalog バージョン 3.1.2
• Hive バージョン 3.1.2
• Hudi バージョン 0.5.0-incubating
• Hue バージョン 4.4.0
• JupyterHub バージョン 1.0
• Livy バージョン 0.6.0
• MXNet バージョン 1.5.1
• Oozie バージョン 5.1.0
• Phoenix バージョン 5.0.0
• Presto バージョン 0.230
• Spark バージョン 2.4.4
• TensorFlow をバージョン 1.14.0
• Zeppelin バージョン 0.9.0-SNAPSHOT
• Zookeeper バージョン 3.4.14
• コネクタおよびドライバー: DynamoDB Connector 4.14.0

Note

Flink、Sqoop、Pig、および Mahout は、Amazon EMR バージョン 6.0.0 では使用できません。

新機能

• YARN Docker ランタイムのサポート - Spark ジョブなどの YARN アプリケーションは、Docker コンテ
ナのコンテキストで実行できるようになりました。これにより、Amazon EMR クラスターにカスタムラ
イブラリをインストールすることなく、Docker イメージの依存関係を簡単に定義できます。詳細につい
ては、「Docker 統合の設定」および「Amazon EMR 6.0.0 を使用して Docker で Spark アプリケーショ
ンを実行する」を参照してください。

• Hive LLAP のサポート - クエリのパフォーマンス向上のため、Hive が LLAP 実行モードをサポートしま
した。詳細については、「Hive LLAP の使用」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。
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• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2「最大オープンファイル」の上限が低くなっています。Amazon EMR リリース
5.31.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0

• Amazon Linux
• Amazon Linux 2 は EMR 6.x リリースシリーズのオペレーティングシステムです。
• systemd は、Amazon Linux 1 で使用される upstart ではなく、サービス管理に使用されます。

• Java Development Kit (JDK)
• Coretto JDK 8 は、EMR 6.x リリースシリーズのデフォルトの JDK です。

• Scala
• Scala 2.12 は、Apache Spark および Apache Livy で使用されます。

• Python 3
• Python 3 が EMR の Python のデフォルトバージョンになりました。

• YARN ノードラベル
• Amazon EMR 6.x リリースシリーズ以降では、YARN ノードラベル機能はデフォルトで無効になっ

ています。アプリケーションマスタープロセスは、デフォルトでコアノードとタスクノードの両
方で実行できます。次のプロパティを設定することで、YARN ノードラベル機能を有効にできま
す: yarn.node-labels.enabled および yarn.node-labels.am.default-node-label-
expression。詳細については、「プライマリノード、コアノード、タスクノードについて」を参照
してください。

既知の問題

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.1.1、6.3.0 
オープンファイルの上限が低いリリースでは、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」
というエラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大
オープンファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 
65536 ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark 
ドライバーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗しま
す。この問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブー
トストラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536
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LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• SparkR PySpark、spark-shellを含むSparkインタラクティブシェルは、追加のライブラリでDockerを使
用することをサポートしていません。

• Amazon EMR バージョン 6.0.0 で Python 3 を使用するには、PATH を yarn.nodemanager.env-
whitelist に追加する必要があります。

• Live Long and Process (LLAP) 機能は、AWS Glue Data Catalog を Hive のメタストアとして使用する場
合はサポートされません。

• Spark と Docker の統合で Amazon EMR 6.0.0 を使用する場合、Docker ランタイムで Spark ジョブを送
信する際の失敗を回避するために、同じインスタンスタイプおよび同量の EBS ボリュームでクラスター
内のインスタンスを設定する必要があります。

• Amazon EMR 6.0.0 では、HBase on Amazon S3 ストレージモードは HBASE-24286 の問題の影響を
受けます。既存の S3 データを使用してクラスターを作成する場合、HBase マスターは初期化できませ
ん。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードの 1 ノードにhadoopユーザーとして SSH 

接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。
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kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.6 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 3.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.14.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.5.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.39.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 3.2.1-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 3.2.1-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 3.2.1-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 3.2.1-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 3.2.1-amzn-0 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 3.2.1-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 3.2.1-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 3.2.1-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 3.2.1-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 3.2.1-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 3.2.1-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 2.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 2.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 2.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-rest-server 2.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 2.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 3.1.2-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 3.1.2-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 3.1.2-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 3.1.2-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 3.1.2-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 3.1.2-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 3.1.2-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.5.0-incubating-amzn-1 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.5.0-incubating-amzn-1 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.0.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mxnet 1.5.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。
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コンポーネント バージョン 説明

mariadb-server 5.5.64+ MariaDB データベースサー
バー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 5.0.0-HBase-2.0 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 5.0.0-HBase-2.0 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.230 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.230 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.230 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.4 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.4 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.4 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.4 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.41+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0-SNAPSHOT インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-6.0.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-executor Hadoop YARN の container-executor.cfg ファイル
の値を変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-env HDFS 環境の値を変更します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive Apache Hive 用の Amazon EMR-curated 設定。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

264



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-6.0.0

分類 説明

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。
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ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR 5.x リリースバージョン
このセクションでは、各 Amazon EMR 5.x リリースバージョンのアプリケーションバージョン、リリース
ノート、コンポーネントバージョン、および設定分類を示しています。

クラスターを起動するときに、複数のバージョンでは Amazon EMR リリースバージョンと同じです。
これにより、互換性の要件に適合するアプリケーションバージョンをテストして使用できます。リリー
スラベルを使用してリリースバージョンを指定します。リリースラベルの形式は emr-x.x.x. For 
example, emr-6.10.0. です
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新しい Amazon EMR リリースは、数日間にわたって複数の異なるリージョンで利用可能になります。最
初のリージョンは初期リリース日になります。この期間中、お客様のリージョンで最新のリリースバー
ジョンが利用できない場合があります。

すべての Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョンの包括的な表については、「Amazon 
EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)」を参照してください。

トピック
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR リリース 5.36.0 (p. 270)
• Amazon EMR リリース 5.35.0 リリース 5.35.0 (p. 289)
• Amazon EMR リリースリリース 5.34.0 (p. 305)
• Amazon EMR リリース 5.33.1 (p. 320)
• Amazon EMR リリース 5.33.0 (p. 337)
• Amazon EMR リリース 5.32.1 (p. 350)
• Amazon EMR リリース 5.32.0 (p. 365)
• Amazon EMR リリース 5.31.1 (p. 381)
• Amazon EMR リリース 5.31.0 (p. 393)
• Amazon EMR リリース 5.30.2 (p. 407)
• Amazon EMR リリース 5.30.1 (p. 419)
• Amazon EMR リリース 5.30.0 (p. 432)
• Amazon EMR リリース 5.29.0 (p. 446)
• Amazon EMR リリース 5.28.1 (p. 458)
• Amazon EMR リリース 5.28.0 (p. 469)
• Amazon EMR リリース 5.27.1 (p. 481)
• Amazon EMR リリース 5.27.0 (p. 492)
• Amazon EMR リリース 5.26.0 (p. 504)
• Amazon EMR リリース 5.25.0 (p. 516)
• Amazon EMR リリース 5.24.1 (p. 527)
• Amazon EMR リリース 5.24.0 (p. 538)
• Amazon EMR リリース 5.23.1 (p. 549)
• Amazon EMR リリース 5.23.0 (p. 559)
• Amazon EMR リリース 5.22.0 (p. 571)
• Amazon EMR リリース 5.21.2 (p. 583)
• Amazon EMR リリース 5.21.1 (p. 593)
• Amazon EMR リリース 5.21.0 (p. 603)
• Amazon EMR リリース 5.20.1 (p. 615)
• Amazon EMR リリース 5.20.0 (p. 625)
• Amazon EMR リリース 5.19.1 (p. 637)
• Amazon EMR リリース 5.19.0 (p. 647)
• Amazon EMR リリース 5.18.1 (p. 658)
• Amazon EMR リリース 5.18.0 (p. 668)
• Amazon EMR リリース 5.17.2 (p. 678)
• Amazon EMR リリース 5.17.1 (p. 688)
• Amazon EMR リリース 5.17.0 (p. 698)
• Amazon EMR リリース 5.16.1 (p. 708)
• Amazon EMR リリース 5.16.0 (p. 718)
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• Amazon EMR リリース 5.15.1 (p. 729)
• Amazon EMR リリース 5.15.0 (p. 738)
• Amazon EMR リリース 5.14.2 (p. 748)
• Amazon EMR リリース 5.14.1 (p. 758)
• Amazon EMR リリース 5.14.0 (p. 768)
• Amazon EMR リリース 5.13.1 (p. 779)
• Amazon EMR リリース 5.13.0 (p. 788)
• Amazon EMR リリース 5.12.3 (p. 798)
• Amazon EMR リリース 5.12.2 (p. 807)
• Amazon EMR リリース 5.12.1 (p. 816)
• Amazon EMR リリース 5.12.0 (p. 826)
• Amazon EMR リリース 5.11.4 (p. 836)
• Amazon EMR リリース 5.11.3 (p. 845)
• Amazon EMR リリース 5.11.2 (p. 854)
• Amazon EMR リリース 5.11.1 (p. 864)
• Amazon EMR リリース 5.11.0 (p. 873)
• Amazon EMR リリース 5.10.1 (p. 883)
• Amazon EMR リリース 5.10.0 (p. 892)
• Amazon EMR リリース 5.9.1 (p. 902)
• Amazon EMR リリース 5.9.0 (p. 911)
• Amazon EMR リリース 5.8.3 (p. 921)
• Amazon EMR リリース 5.8.2 (p. 930)
• Amazon EMR リリース 5.8.1 (p. 939)
• Amazon EMR リリース 5.8.0 (p. 948)
• Amazon EMR リリース 5.7.1 (p. 958)
• Amazon EMR リリース 5.7.0 (p. 967)
• Amazon EMR リリース 5.6.1 (p. 976)
• Amazon EMR リリース 5.6.0 (p. 985)
• Amazon EMR リリース 5.5.4 (p. 994)
• Amazon EMR リリース 5.5.3 (p. 1003)
• Amazon EMR リリース 5.5.2 (p. 1012)
• Amazon EMR リリース 5.5.1 (p. 1020)
• Amazon EMR リリース 5.5.0 (p. 1029)
• Amazon EMR リリース 5.4.1 (p. 1039)
• Amazon EMR リリース 5.4.0 (p. 1047)
• Amazon EMR リリース 5.3.2 (p. 1057)
• Amazon EMR リリース 5.3.1 (p. 1065)
• Amazon EMR リリース 5.3.0 (p. 1074)
• Amazon EMR リリース 5.2.3 (p. 1083)
• Amazon EMR リリース 5.2.2 (p. 1092)
• Amazon EMR リリース 5.2.1 (p. 1101)
• Amazon EMR リリース 5.2.0 (p. 1110)
• Amazon EMR リリース 5.1.1 (p. 1119)
• Amazon EMR リリース 5.1.0 (p. 1127)
• Amazon EMR リリース 5.0.3 (p. 1136)
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• Amazon EMR リリース 5.0.0 (p. 1145)

Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバー
ジョン
各 Amazon EMR 5.x リリースで利用可能なアプリケーションバージョンを示した包括的な表については、
ブラウザで「Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン」を開いて確認してください。

Amazon EMR リリース 5.36.0
• アプリケーションバージョン (p. 270)
• リリースノート (p. 271)
• コンポーネントのバージョン (p. 277)
• 設定分類 (p. 282)

アプリケーションバージョン
このリリースで
は、Flink、、、、、、Ganglia、HBase、HCatalog、、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、、Tez、Zeppelin、
およびZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.36.0 emr-5.35.0 EMR-5.34.0 emr-5.33.1

AWS SDK for Java 1.12.206 1.12.159 1.970 1.970

Delta - - - -

Flink 1.14.2 1.14.2 1.13.1 1.12.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.13 1.4.13

HCatalog 2.3.9 2.3.9 2.3.8 2.3.7

Hadoop 2.10.1 2.10.1 2.10.1 2.10.1

Hive 2.3.9 2.3.9 2.3.8 2.3.7

Hudi 0.10.1-amzn-1 0.9.0-amzn-2 0.9.0-amzn-0 0.7.0-amzn-1

Hue 4.10.0 4.10.0 4.9.0 4.9.0
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  emr-5.36.0 emr-5.35.0 EMR-5.34.0 emr-5.33.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.2.2

Livy 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.0

MXNet 1.8.0 1.8.0 1.8.0 1.7.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.267 0.266 0.261 0.245.1

Spark 2.4.8 2.4.8 2.4.8 2.4.7

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.4.1 2.4.1 2.4.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.10.0 0.10.0 0.10.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.36.0 に関する情報が含まれていま
す。5.35.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日:2022 年 6 月 15 日

新機能

• Amazon EMR リリース 5.36.0 では、Apache Ranger 対応クラスター上の Apache Spark によるデータ
定義言語 (DDL) のサポートが追加されています。これにより、Amazon EMR クラスターからのデータ
ベースやテーブルの作成、変更、削除などの操作のアクセス管理に Apache Ranger を使用できます。

• Amazon EMR 5.36.0 は、デフォルト AMI を使用するクラスターの Amazon Linux の自動アップデート
をサポートしています。「Amazon EMR にデフォルトの Amazon Linux AMI を使用する」を参照してく
ださい。

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
ヨーロッパ (パリ)

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230119.14.14.301 2023 年 2 月 3 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20221210.14.14.301 2023 年12月 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

2.0.20221004.04.14.294 2022 年 11 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20220912.14.14.291 2022 年 10 月 7 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20220719.04.14.287 2022年8月 米国西部 (ムンバイ)、中東 
(バーレーン)、欧州 (フラン
クフルト)、中東 (バーレー
ン)

20220426.04.14.281 2022 年 6 月 14 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR 5.36.0 のアップグレードでは、aws-sdk 1.12.206、Hadoop 2.10.1-amzn-4、Hive 2.3.9-
amzn-2、Hudi 0.10.1-amzn-1、Spark 2.4.8-amzn-2、Presto 0.267-amzn-1、Amazon Glue コネクタ 
1.18.0、EMRFS 2.51.0 がサポートされるようになりました。

既知の問題

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。
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Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.16.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.5.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.21.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.7.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.51.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.14.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.14.2 Apache Flink JobManager 用の 
EMR ノード上のリソースの管理

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-client 2.10.1-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.10.1-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.10.1-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.10.1-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.10.1-amzn-4 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.10.1-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.10.1-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.10.1-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.10.1-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.10.1-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.10.1-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.9-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-server 2.3.9-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.9-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.9-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.9-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.9-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.9-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.10.1-amzn-1 データパイプラインを低遅延か
つ高効率で強化するインクリメ
ンタル処理フレームワーク。

hudi-spark 0.10.1-amzn-1 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-presto 0.10.1-amzn-1 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.4.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.13.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.8.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68 MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 11.0.194 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット
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コンポーネント バージョン 説明

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.267-アマン-1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.267-アマン-1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.267-アマン-1 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.8-amzn-2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.8-amzn-2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.8-amzn-2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.8-amzn-2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.10.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

EMR-5.36.0 クラス分け

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
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KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Not available.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.
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hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

Should not be reconfigured.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.
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hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.
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hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.
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pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変
更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-conf EMR RecordServer の 
erver.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-log4j EMR RecordServer の 
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.
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sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の 
Squoop の Squoop の、oraoop-
site.xml

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restarts Oozie.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 5.35.0 リリース 5.35.0
• アプリケーションバージョン (p. 289)
• リリースノート (p. 291)
• コンポーネントのバージョン (p. 293)
• 設定分類 (p. 298)

アプリケーションバージョン
このリリースで
は、Flink、、、、、、Ganglia、HBase、HCatalog、、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、Iceberg、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、、Tez、Zeppelin、
およびZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。
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• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.35.0 EMR-5.34.0 emr-5.33.1 emr-5.33.0

AWS SDK for Java 1.12.159 1.970 1.970 1.970

Delta - - - -

Flink 1.14.2 1.13.1 1.12.1 1.12.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.13 1.4.13

HCatalog 2.3.9 2.3.8 2.3.7 2.3.7

Hadoop 2.10.1 2.10.1 2.10.1 2.10.1

Hive 2.3.9 2.3.8 2.3.7 2.3.7

Hudi 0.9.0-amzn-2 0.9.0-amzn-0 0.7.0-amzn-1 0.7.0-amzn-1

Hue 4.10.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.4.1 1.2.2 1.2.2

Livy 0.7.1 0.7.1 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.8.0 1.8.0 1.7.0 1.7.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.1 5.2.1 5.2.0 5.2.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.266 0.261 0.245.1 0.245.1

Spark 2.4.8 2.4.8 2.4.7 2.4.7

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.4.1 2.4.1 2.4.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.10.0 0.10.0 0.9.0 0.9.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14
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リリースノート
これは Amazon EMR リリース 5.35.0 リリースノートです。

次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.35.0 に関する情報が含まれていま
す。5.34.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日:2022 年 3 月 30 日

新機能

• Log4j 1.x と Log4j 2.x を使用する Amazon EMR リリース 5.35 アプリケーションは、それぞれ Log4j 
1.2.17 (またはそれ以上) と Log4j 2.17.1 (またはそれ以上) を使用するようにアップグレードされます。
以前のリリースの CVE の問題を軽減するためにブートストラップアクションを使用する必要はありませ
ん。 CVE-2021-44228 (p. 1382) を参照してください。

変更、機能強化、解決された問題

Flink からの変更が含まれています

タイプの変更 説明

アップグレード • Flink バージョンを1.14.2 に更新しました。
• log4j が 2.17.1 にアップグレードされました。

Hadoop の変更

タイプの変更 説明

EMR 5.34.0 以降の Hadoop オープンソースバック
ポート

• YARN-10438: クライアント RM サービス 
#getContainerReport () でヌルコンテナ ID を処
理

• YARN-7266: タイムラインサーバーのイベント
ハンドラスレッドがロックされています

• YARN-10438: ファイルが破損しているか、見つ
からないと RollingLevelDb ATS 1.5 が起動しな
い

• HADOOP-13500: 設定プロパティオブジェクト
のイテレーションを同期中

• YARN-10651: NPE CapacityScheduler 
AbstractYarnScheduler が挿入されているとク
ラッシュする。 updateNodeResource()

• HDFS-12221: 中の余分な部分を置換してくださ
い XmlEditsVisitor

• HDFS-16410: XML 構文解析が安全ではない 
OfflineEditsXmlLoader

Hadoop の変更と修正 • KMS と HTTPFS で使用されている Tomcat が 
8.5.75 にアップグレードされました

• FileSystemOptimizedCommitterV2 では、成
功マーカーはコミッターの作成時に定義され
た CommitJob 出力パスに書き込まれていまし
た。CommitJob とタスクレベルの出力パスは異
なる場合があるため、マニフェストファイルで
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タイプの変更 説明
定義されているパスを使用するように修正され
ました。Hive ジョブの場合、これにより、動的
パーティションや UNION ALL などの操作を実
行すると、成功マーカーが正しく書き込まれま
す。

Hive の更新

タイプの変更 説明

Hive を JIRA の修正を含めてオープンソースリ
リース 2.3.9 にアップグレードしました

• HIVE-17155: HiveConf .java の findConfFile () に
は、設定パスに関するいくつかの問題がありま
す

• HIVE-24797: Avro スキーマを解析するときのデ
フォルト値の検証を無効にする

• HIVE-21563: registerAllFunctions 一度無効にす
ることでテーブル #getEmptyTable のパフォーマ
ンスを向上させる

• HIVE-18147: java.netでテストが失敗することが
ある。 BindException: アドレスは既に使用され
ています

• HIVE-24608: Hive 2.3.x の HMS クライアントで 
get_table に戻す

• HIVE-21200: ベクトル化-日付列に java.lang を
投げる UnsupportedOperationException 寄木細
工用

• HIVE-19228: コモンズHTTPクライアント 3.x の
使用を削除

EMR 5.34.0 以降の Hive オープンソースバック
ポート

• HIVE-19990: ジョイン条件にインターバルリテ
ラルを含むクエリが失敗する

• HIVE-25824: ブランチ 2.3 を log4j 2.17.0 にアッ
プグレード

• TEZ-4062: 投機的試行のスケジューリングはタ
スクが完了したら中止すべき

• TEZ-4108:投機的実行の競合状態中の 
NullPointerException

• TEZ-3918: tez.task.log.level の設定が機能しない

Hive のアップグレードと修正 • Log4j のバージョンを 2.17.1 にアップグレード
してください

• ORC バージョンを1.4.3 にアップグレードしま
す

• ペナルティスレッドによるデッドロックが修正
されました ShuffleScheduler

新機能 • Hive クエリを AM ログに印刷する機
能が追加されました。これはデフォル
トでは無効になっています。フラグ/会
議:tez.am.emr.print.hive.query.in.log。
ステータス (デフォルト): FALSE。
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Oozie Changes

タイプの変更 説明

Oozie オープンソースバックポート (EMR 5.34.0 
以降)

• OOZIE-3652: Oozie ランチャーは、 
NoSuchFileException 発生時にディレクトリ一覧
を再試行する必要がある

Pig の更新

タイプの変更 説明

アップグレード • log4j が 1.2.17 にアップグレードされました。

既知の問題

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK
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コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.15.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.5.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.20.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.7.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.49.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.14.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.14.2 Apache Flink JobManager 用の 
EMR ノード上のリソースの管理

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.10.1-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.10.1-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.10.1-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.10.1-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-hdfs-journalnode 2.10.1-amzn-3 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.10.1-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.10.1-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.10.1-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.10.1-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.10.1-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.10.1-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.9-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.9-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.9-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.9-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.9-amzn-0 Hive-hbase クライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 2.3.9-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.9-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.9.0-amzn-2 データパイプラインを低遅延か
つ高効率で強化するインクリメ
ンタル処理フレームワーク。

hudi-spark 0.9.0-amzn-2 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-presto 0.9.0-amzn-2 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.4.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.13.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.8.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68 MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.266-アマン 0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.266-アマン 0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.266-アマン 0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.8-amzn-1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.8-amzn-1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.8-amzn-1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.8-amzn-1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.10.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

EMR-5.35.0 クラス分け

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
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分類 説明 再設定アクション
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Not available.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

299



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.35.0

分類 説明 再設定アクション

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

Should not be reconfigured.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.
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hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.
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jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.
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presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.
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ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変
更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-conf EMR RecordServer の 
erver.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-log4j EMR RecordServer の 
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の 
Squoop の Squoop の、oraoop-
site.xml

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restarts Oozie.
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yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリースリリース 5.34.0
• アプリケーションバージョン (p. 305)
• リリースノート (p. 306)
• コンポーネントのバージョン (p. 308)
• 設定分類 (p. 313)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
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アプリケーションバージョン情報

  EMR-5.34.0 emr-5.33.1 emr-5.33.0 emr-5.32.1

AWS SDK for Java 1.970 1.970 1.970 890

Delta - - - -

Flink 1.13.1 1.12.1 1.12.1 1.11.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.13 1.4.13

HCatalog 2.3.8 2.3.7 2.3.7 2.3.7

Hadoop 2.10.1 2.10.1 2.10.1 2.10.1

Hive 2.3.8 2.3.7 2.3.7 2.3.7

Hudi 0.9.0-amzn-0 0.7.0-amzn-1 0.7.0-amzn-1 0.6.0-amzn-0

Hue 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.8.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.4.1 1.2.2 1.2.2 1.1.0

Livy 0.7.1 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.8.0 1.7.0 1.7.0 1.7.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.1 5.2.0 5.2.0 5.2.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.261 0.245.1 0.245.1 0.240.1

Spark 2.4.8 2.4.7 2.4.7 2.4.7

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.4.1 2.4.1 2.3.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.10.0 0.9.0 0.9.0 0.8.2

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.34.0 に関する情報が含まれていま
す。5.33.1 からの変更が含まれています。
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初回リリース日:2022 年 1 月 20 日

リリース日が更新:2022 年 3 月 21 日

新機能

• [マネージドスケーリング] Spark shuffle データマネージドスケーリングの最適化-Amazon EMR バー
ジョン 5.34.0 以降、および EMR バージョン 6.4.0 以降では、マネージドスケーリングは Spark shuffle 
データ対応 (Spark が特定の操作を実行するためにパーティション間で再配布するデータ) になりまし
た。シャッフルオペレーションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドと Spark プログラミングガ
イドの「Amazon EMR での EMR マネージドスケーリングの使用」を参照してください。

• [Hudi] Hudiの設定を簡素化するための改善。オプティミスティック同時実行制御はデフォルトで無効に
なっています。

変更、拡張、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• 以前は、マルチマスタークラスターのリソースマネージャーを手動で再起動すると、Zookeeper など
の Amazon EMR オンクラスターデーモンが、Zookeeper znode ファイル内の以前に廃止または失われ
たノードをすべてリロードしていました。これにより、特定の状況でデフォルトの制限を超えることが
ありました。Amazon EMR は、1 時間以上経過した廃止または失われたノードレコードを ZooKeeper 
ファイルから削除するようになり、内部制限が引き上げられました。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• Zeppelin をバージョン 0.10.0 にアップグレードしました
• Livy フィックス-0.7.1 にアップグレードされました
• Spark パフォーマンスの向上-EMR 5.34.0 で特定の Spark 設定値が上書きされると、異機種エグゼ

キューターが無効になります。
• WebHDFS と HttpFS サーバーはデフォルトで無効になっています。Hadoop 設定
dfs.webhdfs.enabled を使用して WebHDF を再度有効にすることができます。HttpFS サーバーを
起動するには、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用します。

既知の問題点

• Livy ユーザー偽装で使用される Amazon EMR Notebooks 機能は、HttpFS がデフォルトで無効になって
いるため機能しません。この場合、EMR notebooks は Livy 偽装が有効になっているクラスターに接続
できません。回避策は、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用して EMR notebooks をク
ラスターに接続する前に、HttpFS サーバーを起動することです。
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• Apache Hadoop HttpFS サーバーはデフォルトで無効になるため、Hue クエリは Amazon EMR 6.4.0 で
は機能しません。Amazon EMR 6.4.0 で Hue を使用するには、を使用して Amazon EMR プライマリ
ノードの HTTPFS サーバーを手動で起動するかsudo systemctl start hadoop-httpfs、または
Amazon EMR のステップを使用してください。

• Livy ユーザー偽装で使用される Amazon EMR Notebooks 機能は、HttpFS がデフォルトで無効になって
いるため機能しません。この場合、EMR notebooks は Livy 偽装が有効になっているクラスターに接続
できません。回避策は、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用して EMR notebooks をク
ラスターに接続する前に、HttpFS サーバーを起動することです。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.14.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.4.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.18.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.7.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.48.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.13.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.13.1 Apache Flink JobManager 用の 
EMR ノード上のリソースの管理

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.10.1-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.10.1-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.10.1-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.10.1-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.10.1-amzn-2 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.10.1-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-kms-server 2.10.1-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.10.1-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.10.1-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.10.1-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.10.1-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.8-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.8-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.8-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.8-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.8-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.8-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。
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hive-server2 2.3.8-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.9.0-amzn-0 データパイプラインを低遅延か
つ高効率で強化するインクリメ
ンタル処理フレームワーク。

hudi-spark 0.9.0-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-presto 0.9.0-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.4.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.1-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.13.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.8.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68 MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.261-アマン 0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。
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presto-worker 0.261-アマン 0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.261-アマン 0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.8-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.8-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.8-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.8-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.10.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。
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設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

EMR-5.34.0 クラス分け

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.
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分類 説明 再設定アクション

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Not available.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

314



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
EMR-5.34.0

分類 説明 再設定アクション

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

Should not be reconfigured.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.
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分類 説明 再設定アクション

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.
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mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.
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分類 説明 再設定アクション

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変
更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-conf EMR RecordServer の 
erver.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-log4j EMR RecordServer の 
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の 
Squoop の Squoop の、oraoop-
site.xml

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restarts Oozie.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.
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分類 説明 再設定アクション

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 5.33.1
• アプリケーションバージョン (p. 320)
• リリースノート (p. 321)
• コンポーネントのバージョン (p. 325)
• 設定分類 (p. 330)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.33.1 emr-5.33.0 emr-5.32.1 emr-5.32.0

AWS SDK for Java 1.970 1.970 890 890

Delta - - - -

Flink 1.12.1 1.12.1 1.11.2 1.11.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.13 1.4.13

HCatalog 2.3.7 2.3.7 2.3.7 2.3.7

Hadoop 2.10.1 2.10.1 2.10.1 2.10.1

Hive 2.3.7 2.3.7 2.3.7 2.3.7

Hudi 0.7.0-amzn-1 0.7.0-amzn-1 0.6.0-amzn-0 0.6.0-amzn-0
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  emr-5.33.1 emr-5.33.0 emr-5.32.1 emr-5.32.0

Hue 4.9.0 4.9.0 4.8.0 4.8.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

JupyterHub 1.2.2 1.2.2 1.1.0 1.1.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.7.0 1.7.0 1.7.0 1.7.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.2.0 5.2.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.245.1 0.245.1 0.240.1 0.240.1

Spark 2.4.7 2.4.7 2.4.7 2.4.7

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.4.1 2.4.1 2.3.1 2.3.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.9.0 0.9.0 0.8.2 0.8.2

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.33.0/5.33.1 に関する情報が含まれています。5.32.0 か
らの変更が含まれています。

初回リリース日: 2021 年 4 月 19 日

最終更新日: 2021 年 8 月 9 日

アップグレード

• Amazon Glue コネクタをバージョン 1.15.0 にアップグレードしました
• バージョン 1.11.970 にアップグレードしました
• EMRFS をバージョン 2.46.0 にアップグレードしました
• EMR Goodies をバージョン 2.14.0 にアップグレードしました
• EMR Record Server をバージョン 1.9.0 にアップグレードしました
• EMR S3 Dist CP をバージョン 2.18.0 にアップグレードしました
• EMR Secret Agent をバージョン 1.8.0 にアップグレードしました
• Flink をバージョン 1.12.1 にアップグレードしました
• Hadoop をバージョン 2.10.1-amzn-1 にアップグレードしました
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• Hive をバージョン 2.3.7-amzn-4 にアップグレードしました
• Hudi をバージョン 0.7.0 にアップグレードしました
• Hue をバージョン 4.9.0 にアップグレードしました
• OpenCV をバージョン 4.5.0 にアップグレードしました
• Presto をバージョン 0.245.1-amzn-0 にアップグレードしました
• R をバージョン 4.0.2 にアップグレードしました
• Spark をバージョン 2.4.7-amzn-1 にアップグレードしました
• バージョン 2.4.1 TensorFlow にアップグレードしました
• Zeppelin をバージョン 0.9.0 にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 
で「最大オープンファイル」の上限が低い。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1

• Apache YARN タイムラインサーバーのバージョン 1 および 1.5 のパフォーマンスの問題を修正するた
めのクラスターの設定

Apache YARN タイムラインサーバーのバージョン 1 および 1.5 では、特に Amazon EMR のデフォル
ト設定である、yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true非常にア
クティブで大規模な EMR クラスターでパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。オープン
ソースの YARN タイムラインサーバー v2 では、YARN タイムラインサーバーのスケーラビリティに関
連するパフォーマンスの問題が解決されています。

この問題の他の回避策には、次のものがあります。
• yarn.リソースマネージャーを設定します。 system-metrics-publisheryarn-site.xml で.enabled=false で

す。
• クラスターの作成時にこの問題の修正を有効にします (以下を参照)。

次の Amazon EMR リリースには、この YARN タイムラインサーバーのパフォーマンス問題の修正が含
まれています。

EMR 5.30.2、5.31.1、5.32.1、5.33.1、5.34.x、6.0.1、6.1.1、6.2.1、6.3.1、6.4.x
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上記に示されている Amazon EMR リリースで修正を有効にするには、aws emr create-cluster
コマンドのパラメータ --configurations file://./configurations.json で渡される設定の 
JSON ファイルで、以下のプロパティを true に設定します。または、再構成コンソール UI を使用して
修正を有効にします。

configurations.json ファイルの内容の例

[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch": "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]

• Spark 挿入クエリのために Hive メタストアからパーティションの場所を取得するときに Spark ランタイ
ムが高速になりました。

• コンポーネントのバージョンをアップグレードしました。コンポーネントのバージョンのリストについ
ては、このガイドの「Amazon EMR リリースについて」を参照してください。

• 新しいクラスターごとに AWS Java SDK バンドルがインストールされました。これは、個々のコンポー
ネント jar ではなく、すべてのサービス SDK とその依存関係を含む単一の jar です。詳細については、
「Java SDK Bundled Dependency」を参照してください。

• 以前の Amazon EMR リリースでマネージドスケーリングの問題を修正し、アプリケーションの障害率
が大幅に低下するように改善しました。

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories

新機能

• Amazon EMR は Amazon S3 アクセスポイントをサポートしています。これは、共有データレイクへの
アクセスを簡単に管理できる Amazon S3 の機能です。Amazon S3 アクセスポイントのエイリアスを使
用すると、Amazon EMR で大規模なデータアクセスを簡素化できます。Amazon S3 アクセスポイント
は、Amazon EMR が利用できるすべての AWS リージョンで、追加料金なしに、Amazon EMR のすべ
てのバージョンで使用できます。Amazon S3 アクセスポイントおよびアクセスポイントのエイリアスの
詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「アクセスポイントでのバケット形式のエイリアス
の使用」を参照してください。

• Amazon EMR-5.33 は、新しいAmazon EC2 インスタンスタイプ 
c5a、c5ad、c6gn、c6gd、m6gd、d3、d3en、m5zn、r5b、r6gd をサポートしています。「サポートさ
れるインスタンスタイプ」を参照してください。

既知の問題

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバー
ジョンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト 
AMI で作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1 
オープンファイルの上限が低いリリースでは、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」
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というエラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大
オープンファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 
65536 ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark 
ドライバーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗しま
す。この問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブー
トストラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• Amazon EMR 6.3.0 および 6.2.0 のプライベートサブネットクラスターで、Ganglia ウェブ UI にア
クセスできません。「アクセス拒否 (403)」というエラーが表示されます。Spark、Hue、Zeppelin 
JupyterHub、Livy、Tez などの他のウェブ UI は正常に動作します。パブリックサブネットクラスター
での Ganglia ウェブ UI アクセスも正常に動作します。この問題を解決するには、を使用してプライマ
リノードで httpdsudo systemctl restart httpd サービスを再起動します。この問題は、Amazon 
EMR 6.4.0 で修正されています。

• Important

Amazon Linux AMI または Amazon Linux 2 AMI (Amazon Linux マシンイメージ) を実行してい
る Amazon EMR クラスターは、デフォルトの Amazon Linux 動作を使用します。再起動が必
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要な重要なカーネル更新が自動的にダウンロードされてインストールされることはありませ
ん。これは、デフォルトの Amazon Linux AMI を実行している他の Amazon EC2 インスタンス
と同じ動作です。Amazon EMR バージョンのリリース後に、再起動が必要な新しい Amazon 
Linux ソフトウェア更新 (カーネル、NVIDIA、CUDA の更新など) が使用可能になった場合、デ
フォルトの AMI を実行する Amazon EMR クラスターインスタンスで、それらの更新が自動的
にダウンロードされてインストールされることはありません。カーネルの更新を取得するため
に、Amazon EMR AMI をカスタマイズして、最新の Amazon Linux AMI を使用できます。

• AWSRanger 統合オプションを指定するセキュリティ設定を作成するためのコンソールサポートは、 
GovCloud 現在リージョンではサポートされていません。セキュリティ設定は CLI を使用して実行でき
ます。「Amazon EMR 管理ガイド」の「EMR セキュリティ設定を作成する」を参照してください。

• スコープ管理ポリシー: AWS のベストプラクティスに合わせて、Amazon EMR では、非推奨となるポ
リシーの置き換えとして v2 EMR スコープのデフォルト管理ポリシーが導入されています。「Amazon 
EMR 管理ポリシー」を参照してください。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。
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emr-goodies 2.14.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.2.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.18.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.6.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.46.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.12.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.12.1 Apache Flink JobManager 用の 
EMR ノード上のリソースの管理

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.10.1-amzn-1.1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.10.1-amzn-1.1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.10.1-amzn-1.1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.10.1-amzn-1.1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.10.1-amzn-1.1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。
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hadoop-httpfs-server 2.10.1-amzn-1.1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.10.1-amzn-1.1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.10.1-amzn-1.1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.10.1-amzn-1.1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.10.1-amzn-1.1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.10.1-amzn-1.1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.7-amzn-4 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.7-amzn-4 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.7-amzn-4 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.7-amzn-4 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.7-amzn-4 Hive-hbase クライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 2.3.7-amzn-4 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.7-amzn-4 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.7.0-amzn-1 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-spark 0.7.0-amzn-1 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-presto 0.7.0-amzn-1 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.2.2 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.7.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ
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phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.245.1-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.245.1-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.245.1-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.7-amzn-1.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.7-amzn-1.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.7-amzn-1.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.7-amzn-1.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

emr-5.33.1 の分類

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
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NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Not available.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

331



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.33.1

分類 説明 再設定アクション

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

Should not be reconfigured.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.
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hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.
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jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.
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presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.
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ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変
更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-conf EMR RecordServer の 
erver.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-log4j EMR RecordServer の 
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の 
Squoop の Squoop の、oraoop-
site.xml

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restarts Oozie.
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yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 5.33.0
• アプリケーションバージョン (p. 337)
• リリースノート (p. 339)
• コンポーネントのバージョン (p. 339)
• 設定分類 (p. 343)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
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• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
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• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
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リリースノート

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.14.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.2.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.18.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.6.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.46.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.12.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.12.1 Apache Flink JobManager 用の 
EMR ノード上のリソースの管理

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。
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ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.10.1-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.10.1-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.10.1-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.10.1-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.10.1-amzn-1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.10.1-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.10.1-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.10.1-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.10.1-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.10.1-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.10.1-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。
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hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.7-amzn-4 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.7-amzn-4 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.7-amzn-4 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.7-amzn-4 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.7-amzn-4 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.7-amzn-4 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.7-amzn-4 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.7.0-amzn-1 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-spark 0.7.0-amzn-1 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-presto 0.7.0-amzn-1 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.2.2 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。
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mxnet 1.7.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68 MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.5.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.245.1-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.245.1-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.245.1-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 4.0.2 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.7-amzn-1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.7-amzn-1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.7-amzn-1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。
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spark-yarn-slave 2.4.7-amzn-1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.4.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.9.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

emr-5.33.0 の分類

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
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Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-session Kubernetes/Yarn セッションの 
Flink log4j-session.properties 設
定を変更します。

Not available.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.
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hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

Should not be reconfigured.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.
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hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.
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httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.
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phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変
更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-conf EMR RecordServer の 
erver.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-log4j EMR RecordServer の 
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.
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spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の 
Squoop の Squoop の、oraoop-
site.xml

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restarts Oozie.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zeppelin-site zeppelin-site.xml の構成設定を変
更します。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 5.32.1
• アプリケーションバージョン (p. 351)
• リリースノート (p. 352)
• コンポーネントのバージョン (p. 353)
• 設定分類 (p. 357)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.32.1 emr-5.32.0 emr-5.31.1 emr-5.31.0

AWS SDK for Java 890 890 1.852 1.852

Delta - - - -

Flink 1.11.2 1.11.2 1.11.0 1.11.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.13 1.4.13

HCatalog 2.3.7 2.3.7 2.3.7 2.3.7

Hadoop 2.10.1 2.10.1 2.10.0 2.10.0

Hive 2.3.7 2.3.7 2.3.7 2.3.7

Hudi 0.6.0-amzn-0 0.6.0-amzn-0 0.6.0-amzn-0 0.6.0-amzn-0

Hue 4.8.0 4.8.0 4.7.1 4.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 2.1.0 - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.7.0 1.7.0 1.6.0 1.6.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.2.0 5.2.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.240.1 0.240.1 0.238 0.238

Spark 2.4.7 2.4.7 2.4.6 2.4.6
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  emr-5.32.1 emr-5.32.0 emr-5.31.1 emr-5.31.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.3.1 2.3.1 2.1.0 2.1.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.2 0.8.2 0.8.2

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 
で「最大オープンファイル」の上限が低い。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories

既知の問題

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
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• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク
トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.13.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.1.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.17.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.6.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.45.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。
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コンポーネント バージョン 説明

flink-client 1.11.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.11.2 Apache Flink JobManager 用の 
EMR ノード上のリソースの管理

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.10.1-amzn-0.1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.10.1-amzn-0.1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.10.1-amzn-0.1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.10.1-amzn-0.1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.10.1-amzn-0.1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.10.1-amzn-0.1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.10.1-amzn-0.1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.10.1-amzn-0.1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.10.1-amzn-0.1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.10.1-amzn-0.1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。
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hadoop-yarn-timeline-server 2.10.1-amzn-0.1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.7-amzn-3 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.7-amzn-3 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.7-amzn-3 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.7-amzn-3 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.7-amzn-3 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.7-amzn-3 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.7-amzn-3 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.6.0-amzn-0 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-spark 0.6.0-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-presto 0.6.0-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

hue-server 4.8.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.7.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.240.1-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.240.1-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.240.1-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。
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コンポーネント バージョン 説明

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.7-amzn-0.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.7-amzn-0.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.7-amzn-0.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.7-amzn-0.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.3.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。
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emr-5.32.1 の分類

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプ
ロパティ設定を変更してくださ
い。

Not available.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.
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分類 説明 再設定アクション

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.
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分類 説明 再設定アクション

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

Should not be reconfigured.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.
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hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.
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oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.
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分類 説明 再設定アクション

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変
更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-conf EMR RecordServer の 
erver.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-log4j EMR RecordServer の 
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.
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分類 説明 再設定アクション

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の 
Squoop の Squoop の、oraoop-
site.xml

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restarts Oozie.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.
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Amazon EMR リリース 5.32.0
• アプリケーションバージョン (p. 365)
• リリースノート (p. 366)
• コンポーネントのバージョン (p. 369)
• 設定分類 (p. 374)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterEnterpriseGateway、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.32.0 emr-5.31.1 emr-5.31.0 emr-5.30.2

AWS SDK for Java 890 1.852 1.852 1.11.759

Delta - - - -

Flink 1.11.2 1.11.0 1.11.0 1.10.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.13 1.4.13

HCatalog 2.3.7 2.3.7 2.3.7 2.3.6

Hadoop 2.10.1 2.10.0 2.10.0 2.8.5

Hive 2.3.7 2.3.7 2.3.7 2.3.6

Hudi 0.6.0-amzn-0 0.6.0-amzn-0 0.6.0-amzn-0 0.5.2-incubating

Hue 4.8.0 4.7.1 4.7.1 4.6.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway2.1.0 - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.7.0 1.6.0 1.6.0 1.5.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0
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  emr-5.32.0 emr-5.31.1 emr-5.31.0 emr-5.30.2

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.2.0 5.2.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.240.1 0.238 0.238 0.232

Spark 2.4.7 2.4.6 2.4.6 2.4.5

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.3.1 2.1.0 2.1.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.2 0.8.2 0.8.2

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.32.0 に関する情報が含まれていま
す。5.31.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2021 年 1 月 8 日

アップグレード

• Amazon Glue コネクタをバージョン 1.14.0 にアップグレードしました
• Amazon Spark の Amazon SageMaker Spark の Amazon Spark の Amazon Spark の Amazon Spark の 

Amazon Spark
• バージョン 1.11.890AWS SDK for Java にアップグレードしました
• EMR DynamoDB Connector バージョン 4.16.0 にアップグレードしました
• EMRFS をバージョン 2.45.0 にアップグレードしました
• EMR Log Analytics Metrics をバージョン 1.18.0 にアップグレードしました
• EMR MetricsAndEventsApiGateway Client をバージョン 1.5.0 にアップグレードしました
• EMR Record Server をバージョン 1.8.0 にアップグレードしました
• EMR S3 Dist CP をバージョン 2.17.0 にアップグレードしました
• EMR Secret Agent をバージョン 1.7.0 にアップグレードしました
• Flink をバージョン 1.11.2 にアップグレードしました
• Hadoop をバージョン 2.10.1-amzn-0 にアップグレードしました
• Hive をバージョン 2.3.7-amzn-3 にアップグレードしました
• Hue をバージョン 4.8.0 にアップグレードしました
• MXNet をバージョン 1.7.0 にアップグレードしました
• OpenCV をバージョン 4.4.0 にアップグレードしました
• Presto をバージョン 0.240.1-amzn-0 にアップグレードしました
• Spark をバージョン 2.4.7-amzn-0 にアップグレードしました
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• バージョン 2.3.1 TensorFlow にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 
で「最大オープンファイル」の上限が低い。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1

• コンポーネントのバージョンをアップグレードしました。
• コンポーネントのバージョンのリストについては、このガイドの「Amazon EMR リリースについて」を

参照してください。

新機能

• Amazon EMR 5.32.0 および 6.5.0 以降、Apache Spark の動的エグゼキューターサ
イジングはデフォルトで有効になっています。この機能をオンまたはオフにするに
は、spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled設定パラメータを使用できます。

• インスタンスメタデータサービス (IMDS) V2 サポートステータス: Amazon EMR 5.23.1、5.27.1、およ
び 5.32 以降のコンポーネントは、すべての IMDS 呼び出しに IMDSv2 を使用します。アプリケーショ
ンコードでの IMDS 呼び出しでは、IMDSv1 と IMDSv2 の両方を使用するか、または、セキュリティを
強化するために IMDSv2 のみを使用するように IMDS を設定できます。その他の 5.x EMR リリースで
は、IMDSv1 を無効にすると、クラスターの起動が失敗します。

• Amazon EMR 5.32.0 以降では、Apache Ranger とネイティブに統合されるクラスターを起動できま
す。Apache Ranger は、Hadoop プラットフォーム全体で包括的なデータセキュリティを有効化、監
視、管理するためのオープンソースフレームワークです。詳細については、「Apache Ranger」を参
照してください。ネイティブ統合により、独自の Apache Ranger を導入して、Amazon EMR できめ細
かなデータアクセス制御を実施できます。「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR と Apache 
Ranger を統合する」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 5.32.0 は Amazon EMR on EKS をサポートしています。EMR on EKS の開始方
法の詳細については、「Amazon EMR on EKS とは」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 5.32.0 は Amazon EMR Studio (プレビュー) をサポートしています。EMR 
Studio の開始方法の詳細については、「Amazon EMR Studio (Preview)」を参照してください。

• スコープ管理ポリシー: AWS のベストプラクティスに合わせて、Amazon EMR では、非推奨となるポ
リシーの置き換えとして v2 EMR スコープのデフォルト管理ポリシーが導入されています。「Amazon 
EMR 管理ポリシー」を参照してください。
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既知の問題

• Amazon EMR 6.3.0 および 6.2.0 のプライベートサブネットクラスターで、Ganglia ウェブ UI にア
クセスできません。「アクセス拒否 (403)」というエラーが表示されます。Spark、Hue、Zeppelin 
JupyterHub、Livy、Tez などの他のウェブ UI は正常に動作します。パブリックサブネットクラスター
での Ganglia ウェブ UI アクセスも正常に動作します。この問題を解決するには、を使用してプライマ
リノードで httpdsudo systemctl restart httpd サービスを再起動します。この問題は、Amazon 
EMR 6.4.0 で修正されています。

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバー
ジョンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト 
AMI で作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1 
オープンファイルの上限が低いリリースでは、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」
というエラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大
オープンファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 
65536 ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark 
ドライバーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗しま
す。この問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブー
トストラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536
2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
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sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• Important

Amazon Linux AMI または Amazon Linux 2 AMI (Amazon Linux マシンイメージ) を実行してい
る Amazon EMR クラスターは、デフォルトの Amazon Linux 動作を使用します。再起動が必
要な重要なカーネル更新が自動的にダウンロードされてインストールされることはありませ
ん。これは、デフォルトの Amazon Linux AMI を実行している他の Amazon EC2 インスタンス
と同じ動作です。Amazon EMR バージョンのリリース後に、再起動が必要な新しい Amazon 
Linux ソフトウェア更新 (カーネル、NVIDIA、CUDA の更新など) が使用可能になった場合、デ
フォルトの AMI を実行する Amazon EMR クラスターインスタンスで、それらの更新が自動的
にダウンロードされてインストールされることはありません。カーネルの更新を取得するため
に、Amazon EMR AMI をカスタマイズして、最新の Amazon Linux AMI を使用できます。

• AWSRanger 統合オプションを指定するセキュリティ設定を作成するためのコンソールサポートは、 
GovCloud 現在リージョンではサポートされていません。セキュリティ設定は CLI を使用して実行でき
ます。「Amazon EMR 管理ガイド」の「EMR セキュリティ設定を作成する」を参照してください。

• Amazon EMR 5.31.0 AtRestEncryption または 5.32.0 を使用するクラスターで HDFS 暗号化が有効に
なっている場合、Hive クエリで次のランタイム例外が発生します。

TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) : 
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException: 
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing 
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError: 
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider 
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。
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Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.13.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.1.0 Jupyter エンタープライズゲート
ウェイを含む emr ノートブック
用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.17.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.6.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.45.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.11.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.11.2 Apache Flink JobManager 用の 
EMR ノード上のリソースの管理

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-client 2.10.1-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.10.1-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.10.1-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.10.1-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.10.1-amzn-0 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.10.1-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.10.1-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.10.1-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.10.1-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.10.1-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.10.1-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.7-amzn-3 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-server 2.3.7-amzn-3 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.7-amzn-3 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.7-amzn-3 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.7-amzn-3 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.7-amzn-3 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.7-amzn-3 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.6.0-amzn-0 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-spark 0.6.0-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-presto 0.6.0-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.8.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.7.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.68 MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 10.1.243 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット
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コンポーネント バージョン 説明

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.240.1-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.240.1-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.240.1-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.7-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.7-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.7-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.7-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

tensorflow 2.3.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

再設定アクションは、実行中のクラスターのインスタンスグループの設定を指定すると発生しま
す。Amazon EMR によって、変更した分類に対してのみ再設定アクションが開始されます。詳細について
は、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)」を参照してください。

emr-5.32.0 の分類

分類 説明 再設定アクション

capacity-scheduler Hadoop の capacity-
scheduler.xml ファイルの値を変
更します。

Restarts the ResourceManager 
service.

container-executor Hadoop YARN の container-
executor.cfg ファイルの値を変更
します。

Not available.

container-log4j Hadoop YARN の container-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

core-site Hadoop の core-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Ranger 
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分類 説明 再設定アクション
KMS, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

docker-conf Docker 関連の設定を変更しま
す。

Not available.

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。 Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts HBaseRegionserver, 
HBaseMaster, HBaseThrift, 
HBaseRest, HiveServer2, Hive 
MetaStore, Hadoop Httpfs, and 
MapReduce-HistoryServer.

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更しま
す。

Restarts Flink history server.

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変
更します。

Restarts Flink history server.

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプ
ロパティ設定を変更してくださ
い。

Not available.

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を
変更します。

Restarts Flink history server.

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネン
トに対する Hadoop 環境の値を
変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts PhoenixQueryserver, 
HiveServer2, Hive MetaStore, 
and MapReduce-HistoryServer.

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Hadoop KMS, Hadoop 
Httpfs, and MapReduce-
HistoryServer.
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分類 説明 再設定アクション

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変
更します。

Not available.

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定
を変更します。

Not available.

hbase Apache HBase 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

Custom EMR specific property. 
Sets emrfs-site and hbase-
site configs. See those for their 
associated restarts.

hbase-env HBase の環境の値を変更しま
す。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer.

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファ
イルの値を変更します。

Not available.

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts the HBase services 
RegionServer, HBaseMaster, 
ThriftServer, RestServer. 
Additionally restarts Phoenix 
QueryServer.

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定しま
す。

Should not be reconfigured.

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変
更します。

Restarts the Hadoop 
HDFS services Namenode, 
SecondaryNamenode, Datanode, 
ZKFC, and Journalnode. 
Additionally restarts Hadoop 
Httpfs.

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値
を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの
値を変更します。

Restarts Hive HCatalog Server.

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を
変更します。

Restarts Hive WebHCat Server.

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の 
log4j2.properties の値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.
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hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-
site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Hive WebHCat Server.

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-parquet-logging Hive の parquet-
logging.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

hive-env Hive 環境の値を変更します。 Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands to 
verify hive-metastore.

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore.

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 
4j2.properties ファイルの値を変
更します。

Not available.

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの
値を変更します

Restarts HiveServer2 and 
HiveMetastore. Runs Hive 
schemaTool CLI commands 
to verify hive-metastore. Also 
restarts Oozie and Zeppelin.

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-
site.xml ファイルの値を変更しま
す

Not available.

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更し
ます

Restarts Hue. Also activates Hue 
config override CLI commands to 
pick up new configurations.

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更しま
す。

Restarts Hadoop Httpfs service.

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Hadoop Httpfs service.

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Hadoop-KMS service.

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Hadoop-KMS and 
Ranger-KMS service.
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hudi-env Hudi 環境の値を変更します。 Not available.

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファ
イルの値を変更します。

Not available.

jupyter-hub-conf JupyterHubsの 
jupyterhub_config.py ファイルの
値を変更します。

Not available.

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永
続性を設定します。

Not available.

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を
変更します。

Restarts Livy Server.

livy-env Livy 環境の値を変更します。 Restarts Livy Server.

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を
変更します。

Restarts Livy Server.

mapred-env MapReduce アプリケーション環
境の値を変更します。

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

mapred-site MapReduce アプリケーションの 
mapred-site.xml ファイルの値を
変更します

Restarts Hadoop MapReduce-
HistoryServer.

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。 Restarts Oozie.

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Oozie.

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts Oozie.

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
hbase.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Phoenix-QueryServer.

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-
phoenix.properties ファイルの値
を変更します。

Not available.

pig-env Pig 環境の値を変更します。 Not available.

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの
値を変更します。

Restarts Oozie.
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pig-log4j Pig の log4j.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-log Presto の log.properties ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-config Presto の config.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-password-authenticator Presto の password-
authenticator.properties ファイル
の値を変更します。

Not available.

presto-env Presto の presto-env.sh ファイル
の値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-node Presto の node.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Presto-Server.

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-memory Presto の memory.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties 
ファイルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファ
イルの値を変更します。

Not available.
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presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml 
ファイルの値を変更します。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site 
の.xml ファイルの値を変更しま
す。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更し
ます。

Restarts Ranger KMS Server.

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Not available.

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL 
SSL 接続用の S3 の CA ファイル
の値を変更します。

Not available.

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変
更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-conf EMR RecordServer の 
erver.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

recordserver-log4j EMR RecordServer の 
log4j.properties ファイルの値を
変更します。

Restarts EMR record server.

spark Apache Spark 用の Amazon 
EMR-curated 設定。

This property modifies spark-
defaults. See actions there.

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-env Spark 環境の値を変更します。 Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイル
の値を変更します

Not available.

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

spark-metrics Spark の metrics.properties ファ
イルの値を変更します。

Restarts Spark history server and 
Spark thrift server.

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更しま
す。

Not available.
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sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の 
Squoop の Squoop の、oraoop-
site.xml

Not available.

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイ
ルの値を変更します。

Not available.

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値
を変更します。

Restarts Oozie.

yarn-env YARN 環境の値を変更します。 Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts MapReduce-
HistoryServer.

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイル
の値を変更します。

Restarts the Hadoop YARN 
services ResourceManager, 
NodeManager, ProxyServer, 
and TimelineServer. Additionally 
restarts Livy Server and 
MapReduce-HistoryServer.

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更しま
す。

Restarts Zeppelin.

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの
値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties 
ファイルの値を変更します。

Restarts Zookeeper server.

Amazon EMR リリース 5.31.1
• アプリケーションバージョン (p. 381)
• リリースノート (p. 383)
• コンポーネントのバージョン (p. 384)
• 設定分類 (p. 388)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
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• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.31.1 emr-5.31.0 emr-5.30.2 emr-5.30.1

AWS SDK for Java 1.852 1.852 1.11.759 1.11.759

Delta - - - -

Flink 1.11.0 1.11.0 1.10.0 1.10.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.13 1.4.13

HCatalog 2.3.7 2.3.7 2.3.6 2.3.6

Hadoop 2.10.0 2.10.0 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.7 2.3.7 2.3.6 2.3.6

Hudi 0.6.0-amzn-0 0.6.0-amzn-0 0.5.2-incubating 0.5.2-incubating

Hue 4.7.1 4.7.1 4.6.0 4.6.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.6.0 1.6.0 1.5.1 1.5.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.2.0 5.2.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.238 0.238 0.232 0.232

Spark 2.4.6 2.4.6 2.4.5 2.4.5

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.1.0 2.1.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.2 0.8.2 0.8.2

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14
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リリースノート
これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 
で「最大オープンファイル」の上限が低い。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories

既知の問題

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.15.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.13.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.15.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.6.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.43.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.11.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.11.0 Apache Flink JobManager 用の 
EMR ノード上のリソースの管理

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを

384



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.31.1

コンポーネント バージョン 説明
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.10.0-amzn-0.1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.10.0-amzn-0.1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.10.0-amzn-0.1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.10.0-amzn-0.1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.10.0-amzn-0.1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.10.0-amzn-0.1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.10.0-amzn-0.1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.10.0-amzn-0.1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.10.0-amzn-0.1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.10.0-amzn-0.1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.10.0-amzn-0.1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。
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hcatalog-client 2.3.7-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.7-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.7-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.7-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.7-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.7-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.7-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.6.0-amzn-0 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-spark 0.6.0-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-presto 0.6.0-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.7.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.6.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64+ MySQL データベースサーバー。
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nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.3.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.238.3-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.238.3-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.238.3-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.6-amzn-0.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.6-amzn-0.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.6-amzn-0.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.6-amzn-0.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

tensorflow 2.1.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.31.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

389



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.31.1

分類 説明

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.31.0
• アプリケーションバージョン (p. 393)
• リリースノート (p. 394)
• コンポーネントのバージョン (p. 398)
• 設定分類 (p. 402)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.31.0 emr-5.30.2 emr-5.30.1 emr-5.30.0

AWS SDK for Java 1.852 1.11.759 1.11.759 1.11.759

Delta - - - -

Flink 1.11.0 1.10.0 1.10.0 1.10.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.13 1.4.13

HCatalog 2.3.7 2.3.6 2.3.6 2.3.6

Hadoop 2.10.0 2.8.5 2.8.5 2.8.5
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  emr-5.31.0 emr-5.30.2 emr-5.30.1 emr-5.30.0

Hive 2.3.7 2.3.6 2.3.6 2.3.6

Hudi 0.6.0-amzn-0 0.5.2-incubating 0.5.2-incubating 0.5.2-incubating

Hue 4.7.1 4.6.0 4.6.0 4.6.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.7.0

MXNet 1.6.0 1.5.1 1.5.1 1.5.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.2.0 5.2.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.238 0.232 0.232 0.232

Spark 2.4.6 2.4.5 2.4.5 2.4.5

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 2.1.0 1.14.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.2 0.8.2 0.8.2

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.31.0 に関する情報が含まれていま
す。5.30.1 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 10 月 9 日

最終更新日: 2020 年 10 月 15 日

アップグレード

• Amazon Glue コネクタをバージョン 1.13.0 にアップグレードしました
• Amazon Spark の Amazon SageMaker Spark の Amazon Spark Spark の Amazon Spark の Amazon 

Spark
• Amazon Kinesis コネクタをバージョン 3.5.9 にアップグレードしました
• バージョン 1.11.852AWS SDK for Java にアップグレードしました
• Bigtop-tomcat をバージョン 8.5.56 にアップグレードしました

394



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.31.0

• EMRFS をバージョン 2.43.0 にアップグレードしました
• EMR MetricsAndEventsApiGateway Client をバージョン 1.4.0 にアップグレードしました
• EMR S3 Dist CP をバージョン 2.15.0 にアップグレードしました
• EMR S3 Select をバージョン 1.6.0 にアップグレードしました
• Flink をバージョン 1.11.0 にアップグレードしました
• Hadoop をバージョン 2.10.0 にアップグレードしました
• Hive をバージョン 2.3.7 にアップグレードしました
• Hudi をバージョン 0.6.0 にアップグレードしました
• Hue をバージョン 4.7.1 にアップグレードしました
• バージョン 1.1.0 JupyterHub にアップグレードしました
• MXNet をバージョン 1.6.0 にアップグレードしました
• OpenCV をバージョン 4.3.0 にアップグレードしました
• Presto をバージョン 0.238.3 にアップグレードしました
• バージョン 2.1.0 TensorFlow にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 
で「最大オープンファイル」の上限が低い。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1

• Hive の列統計は、Amazon EMR バージョン 5.31.0 以降でサポートされています。
• コンポーネントのバージョンをアップグレードしました。
• Amazon EMR 5.31.0 での EMRFS S3EC V2 のサポート。S3 Java SDK リリース 1.11.837 以降では、

暗号化クライアントバージョン 2 (S3EC V2) がさまざまなセキュリティ機能強化とともに導入されまし
た。詳細については、次を参照してください。
• S3 ブログ投稿: Updates to the Amazon S3 encryption client。
• AWS SDK for Javaデベロッパーガイド:暗号化および復号クライアントを V2 に移行する。
• EMR 管理ガイド: Amazon S3 クライアント側暗号化。

下位互換性を保つため、暗号化クライアント V1 は SDK で引き続き使用できます。
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新機能

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバー
ジョンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト 
AMI で作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1 
オープンファイルの上限が低いリリースでは、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」
というエラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大
オープンファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 
65536 ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark 
ドライバーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗しま
す。この問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブー
トストラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• Amazon EMR 5.31.0 を使用すると、Lake Formation と統合されるクラスターを起動できます。この統
合により、AWS Glue Data Catalog 内のデータベースとテーブルに対して、きめ細かな列レベルのデー
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タフィルタリングが提供されます。また、これにより、企業の ID システムから EMR Notebooks また
は Apache Zeppelin へのフェデレーションシングルサインオンが可能になります。詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR と AWS Lake Formation の統合」を参照してくださ
い。

Amazon EMR と Lake Formation は現在、米国東部 (オハイオとバージニア北部)、米国西部 (北カリフォ
ルニアとオレゴン)、アジアパシフィック (ムンバイ、ソウル、シンガポール、シドニー、東京)、カナダ 
(中部)、欧州 (フランクフルト、アイルランド、ロンドン、パリ、ストックホルム)、南米 (サンパウロ) 
の 16 の AWS リージョンで利用可能です。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

• Amazon EMR 5.31.0 AtRestEncryption または 5.32.0 を使用するクラスターで HDFS 暗号化が有効に
なっている場合、Hive クエリで次のランタイム例外が発生します。

TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) : 
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException: 
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing 
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError: 
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider 
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
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+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.4.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.15.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.13.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.15.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.6.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.43.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.11.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

flink-jobmanager-config 1.11.0 Apache Flink JobManager 用の 
EMR ノード上のリソースの管理

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
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コンポーネント バージョン 説明
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.10.0-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.10.0-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.10.0-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.10.0-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.10.0-amzn-0 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.10.0-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.10.0-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.10.0-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.10.0-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.10.0-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.10.0-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.7-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.7-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.7-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.7-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.7-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.7-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.7-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.6.0-amzn-0 データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-spark 0.6.0-amzn-0 Spark を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hudi-presto 0.6.0-amzn-0 Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.7.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー
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コンポーネント バージョン 説明

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.6.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64 MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 4.3.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.238.3-amzn-0 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.238.3-amzn-0 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.238.3-amzn-0 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.6-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.6-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。
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コンポーネント バージョン 説明

spark-on-yarn 2.4.6-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.6-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 2.1.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.31.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。
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分類 説明

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。
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分類 説明

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。
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oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。
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presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.30.2
• アプリケーションバージョン (p. 407)
• リリースノート (p. 408)
• コンポーネントのバージョン (p. 409)
• 設定分類 (p. 414)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.30.2 emr-5.30.1 emr-5.30.0 emr-5.29.0

AWS SDK for Java 1.11.759 1.11.759 1.11.759 682
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  emr-5.30.2 emr-5.30.1 emr-5.30.0 emr-5.29.0

Delta - - - -

Flink 1.10.0 1.10.0 1.10.0 1.9.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.13 1.4.10

HCatalog 2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.6

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.6

Hudi 0.5.2-incubating 0.5.2-incubating 0.5.2-incubating 0.5.0-incubating

Hue 4.6.0 4.6.0 4.6.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.0.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.7.0 0.6.0

MXNet 1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.5.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.2.0 5.1.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.232 0.232 0.232 0.227

Spark 2.4.5 2.4.5 2.4.5 2.4.4

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.14.0 1.14.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.2 0.8.2 0.8.2

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。
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変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 
で「最大オープンファイル」の上限が低い。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories

既知の問題

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
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は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.3.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.13.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.14.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.5.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.40.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.10.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-6.1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。
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hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-6.1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-6.1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-6.1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-6.1 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-6.1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-6.1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-6.1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-6.1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-6.1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-6.1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.6-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.6-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。
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hcatalog-webhcat-server 2.3.6-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.6-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.6-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.6-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.6-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.5.2-incubating データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.5.2-incubating Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.5.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。
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phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.232 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.232 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.232 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.5-amzn-0.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.5-amzn-0.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.5-amzn-0.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.5-amzn-0.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。
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zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.30.2 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。
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pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。
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zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.30.1
• アプリケーションバージョン (p. 419)
• リリースノート (p. 420)
• コンポーネントのバージョン (p. 423)
• 設定分類 (p. 428)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.30.1 emr-5.30.0 emr-5.29.0 emr-5.28.1

AWS SDK for Java 1.11.759 1.11.759 682 1.11.659

Delta - - - -

Flink 1.10.0 1.10.0 1.9.1 1.9.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.13 1.4.10 1.4.10

HCatalog 2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.6

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.6

Hudi 0.5.2-incubating 0.5.2-incubating 0.5.0-incubating 0.5.0-incubating

Hue 4.6.0 4.6.0 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -
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  emr-5.30.1 emr-5.30.0 emr-5.29.0 emr-5.28.1

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.1.0 1.1.0 1.0.0 1.0.0

Livy 0.7.0 0.7.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.5.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.0 5.2.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.232 0.232 0.227 0.227

Spark 2.4.5 2.4.5 2.4.4 2.4.4

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.14.0 1.14.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.2 0.8.2 0.8.2

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.30.1 に関する情報が含まれていま
す。5.30.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 6 月 30 日

最終更新日: 2020 年 8 月 24 日

変更、機能強化、解決した問題

• 新しい Amazon EMR リリースでは、Amazon EMR の古い AL2 
で「最大オープンファイル」の上限が低い。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.2.1、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1

• インスタンスコントローラープロセスが無限数のプロセスをスポーンする問題を修正しました。
• Hue が Hive クエリを実行できず、「データベースがロックされています」というメッセージが表示さ

れ、クエリの実行が妨げられる問題を修正しました。
• EMR クラスターでより多くのタスクを同時に実行できるようにするための Spark の問題を修正しまし

た。
• Jupyter サーバーで「too many files open error」(開いているファイルの数が多すぎるエラー) が発生す

る、Jupyter ノートブックの問題を修正しました。
• クラスターの開始時間の問題を修正しました。

420



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.30.1

新機能

• Tez UI および YARN タイムラインサーバーの永続アプリケーションインターフェイスは、Amazon 
EMR バージョン 6.x および EMR バージョン 5.30.1 以降で利用可能です。永続アプリケーション履歴へ
のワンクリックリンクアクセスにより、SSH 接続でウェブプロキシを設定せずに、ジョブ履歴にすばや
くアクセスできます。アクティブなクラスターと終了したクラスターのログは、アプリケーションの終
了後 30 日間利用できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「永続アプリケーション
ユーザーインターフェイスの表示」を参照してください。

• EMR Notebooks 実行 API を使用して、スクリプトまたはコマンドラインで EMR Notebooks を実行でき
ます。AWS コンソールなしに EMR ノートブックの実行を開始、停止、一覧表示、および記述する機能
を使用し、EMR ノートブックをプログラムで制御できます。パラメータ化されたノートブックセルを使
用すると、新しいパラメータ値セットごとにノートブックのコピーを作成しなくても、複数の異なるパ
ラメータ値をノートブックに渡すことができます。「EMR API のアクション」を参照してください。サ
ンプルコードについては、「EMR Notebooks をプログラムで実行するサンプルコマンド」を参照してく
ださい。

既知の問題

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバー
ジョンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト 
AMI で作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1 
オープンファイルの上限が低いリリースでは、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」
というエラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大
オープンファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 
65536 ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark 
ドライバーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗しま
す。この問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブー
トストラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
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sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• EMR Notebooks

クラスターのプライマリノードにカーネルと追加の Python ライブラリをインストールする機能
は、EMR バージョン 5.30.1 ではデフォルトで無効になっています。この機能の詳細については、「ク
ラスターのプライマリノードへのカーネルと Python ライブラリのインストール」を参照してくださ
い。

この機能を有効にするには、以下の操作を行います。
1. EMR Notebooks のサービスロールにアタッチされているアクセス許可ポリシーで、次のアクション

が許可されていることを確認します。

elasticmapreduce:ListSteps

詳細については、「EMR Notebooks のサービスロール」を参照してください。
2. AWS CLI を使用して、以下の例に示すように、EMR Notebooks をセットアップするクラスターでス

テップを実行します。us-east-1 を、クラスターが存在するリージョンに置き換えます。詳細につ
いては、「AWS CLI を使用したクラスターへのステップの追加」を参照してください。

aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps 
 Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"] 
                         

• マネージドスケーリング

Presto がインストールされていない 5.30.0 クラスターおよび 5.30.1 クラスターでマネージドスケーリ
ング操作を実行すると、特にスケールダウン操作の後にすぐ、スケールアップ操作が実行されたとき
に、アプリケーション障害が発生するか、ユニフォームインスタンスグループまたはインスタンスフ
リートが ARRESTED 状態のままになる場合があります。

回避策として、ジョブに Presto が必要ない場合でも、Amazon EMR 5.30.0 および 5.30.1 リリース
5.30.1 を使用してクラスターを作成する場合、インストールするアプリケーションとして Presto を選択
します。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。
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回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.3.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK
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コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.13.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.14.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.5.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.40.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.10.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-6 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-6 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-6 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-6 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-6 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-6 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-6 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-6 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-6 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-6 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-6 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.6-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.6-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.6-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.6-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.6-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.6-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-server2 2.3.6-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.5.2-incubating データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.5.2-incubating Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.5.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64 MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.232 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.232 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

presto-client 0.232 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.5-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.5-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.5-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.5-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。
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設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.30.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。
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分類 説明

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。
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分類 説明

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.30.0
• アプリケーションバージョン (p. 433)
• リリースノート (p. 434)
• コンポーネントのバージョン (p. 437)
• 設定分類 (p. 442)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.30.0 emr-5.29.0 emr-5.28.1 emr-5.28.0

AWS SDK for Java 1.11.759 682 1.11.659 1.11.659

Delta - - - -

Flink 1.10.0 1.9.1 1.9.0 1.9.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.13 1.4.10 1.4.10 1.4.10

HCatalog 2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.6

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.6

Hudi 0.5.2-incubating 0.5.0-incubating 0.5.0-incubating 0.5.0-incubating

Hue 4.6.0 4.4.0 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.1.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Livy 0.7.0 0.6.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.5.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.2.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.3

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.232 0.227 0.227 0.227

Spark 2.4.5 2.4.4 2.4.4 2.4.4
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  emr-5.30.0 emr-5.29.0 emr-5.28.1 emr-5.28.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.14.0 1.14.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.2 0.8.2 0.8.2

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.30.0 に関する情報が含まれていま
す。5.29.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 5 月 13 日

最終更新日: 2020 年 6 月 25 日

アップグレード

• AWS SDK for Java をバージョン 1.11.759 にアップグレードしました
• Amazon Spark の Amazon SageMaker Spark の Amazon Spark Spark の Amazon Spark の Amazon 

Spark
• EMR Record Server をバージョン 1.6.0 にアップグレードしました
• Flink をバージョン 1.10.0 にアップグレードしました
• Ganglia をバージョン 3.7.2 にアップグレードしました
• HBase をバージョン 1.4.13 にアップグレードしました
• Hudi をバージョン 0.5.2 (incubating) にアップグレードしました
• Hue をバージョン 4.6.0 にアップグレードしました
• バージョン 1.1.0 JupyterHub にアップグレードしました
• Livy をバージョン 0.7.0 (incubating) にアップグレードしました
• Oozie をバージョン 5.2.0 にアップグレードしました
• Presto をバージョン 0.232 にアップグレードしました
• Spark をバージョン 2.4.5 にアップグレードしました
• コネクタとドライバーをアップグレードしました: Amazon Glue Connector 1.12.0、Amazon Kinesis 

Connector 3.5.0、EMR DynamoDB Connector 4.14.0

新機能

• EMR Notebooks - 5.30.0 を使用して作成された EMR クラスターで使用する場合、EMR ノートブック
カーネルはクラスター上で実行されます。これにより、ノートブックのパフォーマンスが向上し、カー
ネルをインストールおよびカスタマイズすることができます。Python ライブラリをクラスタのプライマ
リノードにインストールすることもできます。詳細については、「EMR 管理ガイド」の「カーネルとラ
イブラリのインストールと使用」を参照してください。

• マネージドスケーリング - Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降では、EMR マネージドスケーリングを
有効にすることで、ワークロードに応じてクラスター内のインスタンスやユニットの数を自動的に増減
できます。Amazon EMR はクラスターメトリックスを継続的に評価して、クラスターのコストと速度
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を最適化するスケーリング決定を行います。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラス
ターリソースのスケーリング」を参照してください。

• Amazon S3 に保存されているログファイルの暗号化 - Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降で
は、Amazon S3 に保存されているログファイルを AWS KMS カスタマー管理キーで暗号化することが
できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon S3 に保存されているログファ
イルの暗号化」を参照してください。

• Amazon Linux 2 のサポート - EMR バージョン 5.30.0 以降では、EMR は Amazon Linux 2 OS を使用し
ます。新しいカスタム AMI (Amazon マシンイメージ) は、Amazon Linux 2 AMI に基づいている必要が
あります。詳細については、「カスタム AMI の使用」を参照してください。

• Presto Graceful Auto Scale - 5.30.0 を使用する EMR クラスターでは、オートスケーリングのタイムア
ウト期間を設定することで、Presto タスクの実行が終了するまで待ってからノードの使用を停止できま
す。詳細については、「グレースフルな廃止による Presto Auto Scaling の使用 (p. 2267)」を参照して
ください。

• 新しい割り当て戦略オプションを使用したフリートインスタンスの作成 — EMR バージョン 5.12.1 以降
では、新しい割り当て戦略オプションを使用できます。これにより、クラスターのプロビジョニングに
かかる時間が短縮され、スポット割り当てがより正確になり、スポットインスタンスの中断が低減しま
す。デフォルト以外の EMR サービスロールを更新する必要があります。「インスタンスフリートを構
成する」を参照してください。

• sudo systemctl stop コマンドと sudo systemctl start コマンド — Amazon Linux 2 OS を使用する EMR 
バージョン 5.30.0 以降では、EMR は sudo systemctl stop コマンドおよび sudo systemctl 
start コマンドを使用してサービスを再起動します。詳細については、「Amazon EMR でサービスを
再起動するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• EMR バージョン 5.30.0 では、デフォルトで Ganglia がインストールされません。クラスターの作成時
に、Ganglia を明示的に選択してインストールできます。

• Spark パフォーマンスの最適化。
• Presto パフォーマンスの最適化。
• Python 3 は、Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降ではデフォルトです。
• プライベートサブネット内のサービスアクセス用のデフォルトのマネージドセキュリティグループが更

新され、複数の新しいルールが追加されました。サービスアクセスにカスタムセキュリティグループを
使用している場合は、同じルールをデフォルトのマネージドセキュリティグループとして含める必要が
あります。詳細については、「サービスアクセスの Amazon EMR マネージドセキュリティグループ (プ
ライベートサブネット)」を参照してください。Amazon EMR でカスタムサービスロールを使用する場
合は、ec2:describeSecurityGroups にアクセス許可を付与して、セキュリティグループが正常に
作成されたかどうかを EMR で検証できるようにする必要があります。EMR_DefaultRole を使用する
場合、このアクセス許可はデフォルトのマネージドポリシーに既に含まれています。

既知の問題

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバー
ジョンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト 
AMI で作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。5.30.1、5.30.2 
5.30.5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.3.1、5.30.1、5.30.1、5.30.1、5.30.2、5.30.2、5.30.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1、5.1.1 
オープンファイルの上限が低いリリースでは、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」
というエラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大
オープンファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 
65536 ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark 
ドライバーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗しま
す。この問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブー
トストラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。
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この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• マネージドスケーリング

Presto がインストールされていない 5.30.0 クラスターおよび 5.30.1 クラスターでマネージドスケーリ
ング操作を実行すると、特にスケールダウン操作の後にすぐ、スケールアップ操作が実行されたとき
に、アプリケーション障害が発生するか、ユニフォームインスタンスグループまたはインスタンスフ
リートが ARRESTED 状態のままになる場合があります。

回避策として、ジョブに Presto が必要ない場合でも、Amazon EMR 5.30.0 および 5.30.1 リリース
5.30.1 を使用してクラスターを作成する場合、インストールするアプリケーションとして Presto を選択
します。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
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ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

• Hue 4.6.0 のデフォルトのデータベースエンジンは SQLite であり、外部データベースで Hue を使用しよ
うとすると、SQLite が原因で問題が発生します。これを修正するには、hue-ini 設定分類の engine
を mysql に設定します。この問題は、Amazon EMR バージョン 5.30.1 で修正されています。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて含まれている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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aws-sagemaker-spark-sdk 1.3.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.13.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-notebook-env 1.0.0 EMR ノートブック用 Conda env

emr-s3-dist-cp 2.14.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.5.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.40.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.10.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-6 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-6 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-6 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-6 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-6 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-6 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-6 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-6 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-6 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-6 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-6 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.13 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.13 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.13 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.13 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.13 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.6-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.6-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.6-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.6-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.6-amzn-2 Hive-hbase クライアント。
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hive-metastore-server 2.3.6-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.6-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.5.2-incubating データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.5.2-incubating Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.1.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.7.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.5.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mariadb-server 5.5.64 MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー
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presto-coordinator 0.232 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.232 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.232 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.3 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

ranger-kms-server 1.2.0 Apache Ranger Key 
Management System

spark-client 2.4.5-amzn-0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.5-amzn-0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.5-amzn-0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.5-amzn-0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.30.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hudi-env Hudi 環境の値を変更します。
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jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。
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ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.29.0
• アプリケーションバージョン (p. 447)
• リリースノート (p. 448)
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• コンポーネントのバージョン (p. 449)
• 設定分類 (p. 453)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.29.0 emr-5.28.1 emr-5.28.0 emr-5.27.1

AWS SDK for Java 682 1.11.659 1.11.659 1.11.615

Delta - - - -

Flink 1.9.1 1.9.0 1.9.0 1.8.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.10 1.4.10 1.4.10 1.4.10

HCatalog 2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.5

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.6 2.3.6 2.3.6 2.3.5

Hudi 0.5.0-incubating 0.5.0-incubating 0.5.0-incubating -

Hue 4.4.0 4.4.0 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Livy 0.6.0 0.6.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.4.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.3 4.14.2

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0
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  emr-5.29.0 emr-5.28.1 emr-5.28.0 emr-5.27.1

Presto 0.227 0.227 0.227 0.224

Spark 2.4.4 2.4.4 2.4.4 2.4.4

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.14.0 1.14.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.2 0.8.2 0.8.1

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.29.0 に関する情報が含まれていま
す。5.28.1 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 1 月 17 日

アップグレード

• バージョン 1.11.682AWS SDK for Java にアップグレードしました
• Hive をバージョン 2.3.6 にアップグレードしました
• Flink をバージョン 1.9.1 にアップグレードしました
• EMRFS をバージョン 2.38.0 にアップグレードしました
• EMR DynamoDB Connector をバージョン 4.13.0 にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• Spark パフォーマンスの最適化。

• EMRFS
• 管理ガイドでは、整合性のあるビューを実現するために emrfs-site.xml デフォルト設定が更新されて

います。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
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• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.6 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.13.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.12.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.13.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.4.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.38.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
ター。

flink-client 1.9.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-5 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-5 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-5 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-5 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-5 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-5 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-5 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-5 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-5 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-5 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-5 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.10 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-region-server 1.4.10 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.10 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.10 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.10 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.6-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.6-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.6-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.6-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.6-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.6-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.6-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hudi 0.5.0-incubating データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.5.0-incubating Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.0.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー
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コンポーネント バージョン 説明

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.5.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.227 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.227 いくつかのクエリを実行する
サービス。

presto-client 0.227 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.4 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.4 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.4 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

spark-yarn-slave 2.4.4 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.29.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。
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分類 説明

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。
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分類 説明

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。
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分類 説明

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml
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sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.28.1
• アプリケーションバージョン (p. 458)
• リリースノート (p. 459)
• コンポーネントのバージョン (p. 460)
• 設定分類 (p. 464)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.28.1 emr-5.28.0 emr-5.27.1 emr-5.27.0

AWS SDK for Java 1.11.659 1.11.659 1.11.615 1.11.615

Delta - - - -

Flink 1.9.0 1.9.0 1.8.1 1.8.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.10 1.4.10 1.4.10 1.4.10
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https://mxnet.incubator.apache.org/
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http://oozie.apache.org/
https://phoenix.apache.org/
http://pig.apache.org/
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  emr-5.28.1 emr-5.28.0 emr-5.27.1 emr-5.27.0

HCatalog 2.3.6 2.3.6 2.3.5 2.3.5

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.6 2.3.6 2.3.5 2.3.5

Hudi 0.5.0-incubating 0.5.0-incubating - -

Hue 4.4.0 4.4.0 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Livy 0.6.0 0.6.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.5.1 1.5.1 1.4.0 1.4.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.3 4.14.3 4.14.2 4.14.2

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.227 0.227 0.224 0.224

Spark 2.4.4 2.4.4 2.4.4 2.4.4

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.14.0 1.14.0 1.14.0 1.14.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.2 0.8.1 0.8.1

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.28.1 に関する情報が含まれていま
す。5.28.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 1 月 10 日

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• Spark の互換性の問題が修正されました。

• CloudWatch 指標
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターでの Amazon CloudWatch Metrics パブリッシングを

修正しました。
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• 無効化されたログメッセージ
• 「...using old version (<4.5.8) of Apache http client」(Apache http クライアントの古いバージョン 

(<4.5.8) を使用) という誤ったログメッセージを無効にしました。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.6 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクタ。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-goodies 2.11.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.13.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.3.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.37.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.9.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-5 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-5 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-5 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-5 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-5 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-5 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-5 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

461



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.28.1

コンポーネント バージョン 説明

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-5 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-5 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-5 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-5 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.10 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.10 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.10 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.10 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.10 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.6-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.6-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.6-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.6-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.6-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.6-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.6-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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hudi 0.5.0-incubating データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.5.0-incubating Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.0.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.5.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.227 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.227 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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presto-client 0.227 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.4 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.4 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.4 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.4 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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emr-5.28.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。
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hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。
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livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。
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presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。
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recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.28.0
• アプリケーションバージョン (p. 469)
• リリースノート (p. 471)
• コンポーネントのバージョン (p. 472)
• 設定分類 (p. 476)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hudi、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。
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Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.28.0 emr-5.27.1 emr-5.27.0 emr-5.26.0

AWS SDK for Java 1.11.659 1.11.615 1.11.615 1.11.595

Delta - - - -

Flink 1.9.0 1.8.1 1.8.1 1.8.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.10 1.4.10 1.4.10 1.4.10

HCatalog 2.3.6 2.3.5 2.3.5 2.3.5

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.6 2.3.5 2.3.5 2.3.5

Hudi 0.5.0-incubating - - -

Hue 4.4.0 4.4.0 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.0.0 1.0.0 1.0.0 0.9.6

Livy 0.6.0 0.6.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.5.1 1.4.0 1.4.0 1.4.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.3 4.14.2 4.14.2 4.14.2

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.227 0.224 0.224 0.220

Spark 2.4.4 2.4.4 2.4.4 2.4.3

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.14.0 1.14.0 1.14.0 1.13.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.2 0.8.1 0.8.1 0.8.1
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  emr-5.28.0 emr-5.27.1 emr-5.27.0 emr-5.26.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.28.0 に関する情報が含まれています。変
更は 5.27.0 に関連するものです。

初回リリース日: 2019 年 11 月 12 日

アップグレード

• Flink をバージョン 1.9.0 にアップグレードしました
• Hive をバージョン 2.3.6 にアップグレードしました
• MXNet をバージョン 1.5.1 にアップグレードしました
• Phoenix をバージョン 4.14.3 にアップグレードしました
• Presto をバージョン 0.227 にアップグレードしました
• Zeppelin をバージョン 0.8.2 にアップグレードしました

新機能

• クラスターを作成するときに、Amazon EMR で Apache Hudi をインストールできるようになりまし
た。詳細については、「Hudi (p. 2009)」を参照してください。

• (2019 年 11 月 25 日) 複数のステップを並行して選択して、クラスター使用率を改善し、コストを削減
できるようになりました。また、保留中および実行中のステップの両方をキャンセルできるようになり
ました。詳細については、「AWS CLI およびコンソールを使用した手順の作業」を参照してください。

• (2019 年 12 月 3 日) EMR クラスターを AWS Outposts で作成して実行できるようになりました。AWS 
Outposts により、オンプレミス施設でネイティブの AWS サービス、インフラストラクチャ、運用モデ
ルが可能となりました。AWS Outposts 環境では、AWS クラウドで使用するのと同じ AWS API、ツー
ル、インフラストラクチャを使用できます。詳細については、「上の EMR クラスター」を参照してく
ださいAWS Outposts。

• (2020 年 3 月 11 日) Amazon EMR バージョン 5.28.0 以降では、Local Zones をサポートする AWS リー
ジョンの論理的拡張として、AWS Local Zones のサブネットで Amazon EMR クラスターを作成および
実行できます。Local Zones を使用すると、Amazon EMR 機能と AWS のサービスのサブセット (コン
ピューティングサービスやストレージサービスなど) をユーザーの近くに配置して、ローカルで実行さ
れるアプリケーションに非常に低いレイテンシーでアクセスできます。使用可能な Local Zones のリス
トについては、「AWS Local Zones」を参照してください。使用可能な AWS Local Zones へのアクセス
の詳細については、「リージョン、アベイラビリティーゾーン、およびローカルゾーン」を参照してく
ださい。

Local Zones は、現在 Amazon EMR Notebooks をサポートしておらず、インターフェイス VPC エンド
ポイント (AWS PrivateLink) を使用した Amazon EMR への直接接続をサポートしていません。

変更、機能強化、解決した問題

• 高可用性クラスターに対するアプリケーションのサポートを拡大しました。
• 詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「複数のプライマリノードを持つ EMR クラスター

でサポートされているアプリケーション」を参照してください。
• Spark

• パフォーマンスの最適化
• [Hive]
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• パフォーマンスの最適化
• Presto

• パフォーマンスの最適化

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.6 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクタ。
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emr-goodies 2.11.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.13.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.3.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.37.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.9.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-5 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-5 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-5 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-5 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-5 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-5 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-5 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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hadoop-mapred 2.8.5-amzn-5 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-5 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-5 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-5 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.10 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.10 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.10 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.10 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.10 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.6-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.6-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.6-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.6-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.6-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.6-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.6-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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hudi 0.5.0-incubating データパイプラインを強化する
低レイテンシーかつ高効率な増
分処理フレームワーク。

hudi-presto 0.5.0-incubating Presto を Hudi で実行するための
バンドルライブラリ。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.0.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.5.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.3-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.3-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.227 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.227 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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presto-client 0.227 Presto サーバーが起動されてい
ない HA クラスターのスタンバイ
マスターにインストールされる 
Presto コマンドラインクライア
ント。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.4 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.4 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.4 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.4 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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emr-5.28.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。
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hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。
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livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。
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presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。
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recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.27.1
• アプリケーションバージョン (p. 481)
• リリースノート (p. 483)
• コンポーネントのバージョン (p. 483)
• 設定分類 (p. 487)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。
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Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.27.1 emr-5.27.0 emr-5.26.0 emr-5.25.0

AWS SDK for Java 1.11.615 1.11.615 1.11.595 1.1.566

Delta - - - -

Flink 1.8.1 1.8.1 1.8.0 1.8.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.10 1.4.10 1.4.10 1.4.9

HCatalog 2.3.5 2.3.5 2.3.5 2.3.5

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.5 2.3.5 2.3.5 2.3.5

Hudi - - - -

Hue 4.4.0 4.4.0 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.0.0 1.0.0 0.9.6 0.9.6

Livy 0.6.0 0.6.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.4.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.2 4.14.2 4.14.2 4.14.1

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.224 0.224 0.220 0.220

Spark 2.4.4 2.4.4 2.4.3 2.4.3

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.14.0 1.14.0 1.13.1 1.13.1

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.2

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1
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  emr-5.27.1 emr-5.27.0 emr-5.26.0 emr-5.25.0

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.14

リリースノート
これはパッチリリースです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリー
スバージョンと同じです。

インスタンスメタデータサービス (IMDS) V2 サポートステータス: Amazon EMR 5.23.1、5.27.1、および 
5.32 以降のコンポーネントは、すべての IMDS 呼び出しに IMDSv2 を使用します。アプリケーションコー
ドでの IMDS 呼び出しでは、IMDSv1 と IMDSv2 の両方を使用するか、または、セキュリティを強化する
ために IMDSv2 のみを使用するように IMDS を設定できます。その他の 5.x EMR リリースでは、IMDSv1 
を無効にすると、クラスターの起動が失敗します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.4 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクタ。

emr-goodies 2.11.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.13.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.3.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.36.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。
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flink-client 1.8.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-4 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。
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hbase-hmaster 1.4.10 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.10 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.10 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.10 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.10 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.5-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.5-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.5-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.5-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.5-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.5-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.5-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.0.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。
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mxnet 1.4.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.2-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.2-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.224 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.224 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.4 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.4 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.4 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.4 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.27.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します
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hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。
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yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.27.0
• アプリケーションバージョン (p. 492)
• リリースノート (p. 493)
• コンポーネントのバージョン (p. 495)
• 設定分類 (p. 499)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.27.0 emr-5.26.0 emr-5.25.0 emr-5.24.1

AWS SDK for Java 1.11.615 1.11.595 1.1.566 1.1.546

Delta - - - -

Flink 1.8.1 1.8.0 1.8.0 1.8.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.10 1.4.10 1.4.9 1.4.9

HCatalog 2.3.5 2.3.5 2.3.5 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.5 2.3.5 2.3.5 2.3.4
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  emr-5.27.0 emr-5.26.0 emr-5.25.0 emr-5.24.1

Hudi - - - -

Hue 4.4.0 4.4.0 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 1.0.0 0.9.6 0.9.6 0.9.6

Livy 0.6.0 0.6.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.4.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.2 4.14.2 4.14.1 4.14.1

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.224 0.220 0.220 0.219

Spark 2.4.4 2.4.3 2.4.3 2.4.2

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.14.0 1.13.1 1.13.1 1.12.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.2 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.14 3.4.13

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.27.0 に関する情報が含まれていま
す。5.26.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 9 月 23 日

アップグレード

• AWS SDK for Java1.11.615
• Flink 1.8.1
• JupyterHub 1.0.0
• Spark 2.4.4
• Tensorflow 1.14.0
• コネクタおよびドライバー:

• DynamoDB Connector 4.12.0
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新機能

• (2019 年 10 月 24 日) EMR ノートブックの次の新機能は、すべての Amazon EMR リリースで利用でき
ます。
• Git リポジトリを EMR ノートブックに関連付けて、バージョン管理された環境でノートブックを保

存できます。リモートの Git リポジトリを使用して、コードをピアと共有し、既存の Jupyter ノー
トブックを再利用できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Git リポジトリを 
Amazon EMR Notebooks に関連付ける」を参照してください。

• ノートブックの比較とマージを簡素化するために、nbdime ユーティリティが EMR ノートブックで利
用できるようになりました。

• EMR ノートブックがサポートするようになりました JupyterLab。 JupyterLab は、Jupyter ノート
ブックと完全に互換性があるウェブベースのインタラクティブな開発環境です。ノートブックを 
Jupyter ノートブックエディタでオープンできるようになりました。 JupyterLab

• (2019 年 10 月 30 日) Amazon EMR バージョン 5.25.0 以降では、コンソールでクラスターの [概要]
ページまたは [アプリケーションの履歴] タブから Spark 履歴サーバー UI に接続できます。SSH 接続で
ウェブプロキシを設定する代わりに、Spark 履歴サーバー UI にすばやくアクセスしてアプリケーション
のメトリクスを確認し、アクティブなクラスターと終了したクラスターに関連するログファイルにアク
セスできます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「永続アプリケーションユーザーイン
ターフェイスへのクラスター外アクセス」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスター
• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターに Flink をインストールして実行できます。

詳細については、「サポートされるアプリケーションと機能」を参照してください。
• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターに HDFS 透過的暗号化を設定することがで

きます。詳細については、「複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターでの HDFS 透過的暗号
化」を参照してください。

• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターで実行されているアプリケーションの設定
を変更できるようになりました。詳細については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループ
の設定を指定する」を参照してください。

• Amazon EMR-DynamoDB Connector
• Amazon EMR-DynamoDB Connector は、boolean、list、map、item、null の DynamoDB データ型を

サポートするようになりました。詳細については、「Hive コマンドを実行するように Hive テーブル
をセットアップする」を参照してください。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>
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通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.4 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクタ。

emr-goodies 2.11.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.13.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.3.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.36.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.8.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
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コンポーネント バージョン 説明
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-4 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.10 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.10 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-client 1.4.10 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.10 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.10 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.5-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.5-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.5-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.5-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.5-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.5-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.5-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 1.0.0 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.4.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.2-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.2-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.224 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.224 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.4 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.4 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.4 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.4 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.14.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

zeppelin-server 0.8.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.27.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。
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pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。
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zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.26.0
• アプリケーションバージョン (p. 504)
• リリースノート (p. 505)
• コンポーネントのバージョン (p. 507)
• 設定分類 (p. 511)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.26.0 emr-5.25.0 emr-5.24.1 emr-5.24.0

AWS SDK for Java 1.11.595 1.1.566 1.1.546 1.1.546

Delta - - - -

Flink 1.8.0 1.8.0 1.8.0 1.8.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.10 1.4.9 1.4.9 1.4.9

HCatalog 2.3.5 2.3.5 2.3.4 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.5 2.3.5 2.3.4 2.3.4

Hudi - - - -

Hue 4.4.0 4.4.0 4.4.0 4.4.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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  emr-5.26.0 emr-5.25.0 emr-5.24.1 emr-5.24.0

JupyterHub 0.9.6 0.9.6 0.9.6 0.9.6

Livy 0.6.0 0.6.0 0.6.0 0.6.0

MXNet 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.4.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.2 4.14.1 4.14.1 4.14.1

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.220 0.220 0.219 0.219

Spark 2.4.3 2.4.3 2.4.2 2.4.2

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.13.1 1.13.1 1.12.0 1.12.0

Tez 0.9.2 0.9.2 0.9.1 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

ZooKeeper 3.4.14 3.4.14 3.4.13 3.4.13

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.26.0 に関する情報が含まれていま
す。5.25.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 8 月 8 日

最終更新日: 2019 年 8 月 19 日

アップグレード

• AWS SDK for Java1.11.595
• HBase 1.4.10
• Phoenix 4.14.2
• コネクタおよびドライバー:

• DynamoDB Connector 4.11.0
• MariaDB Connector 2.4.2
• Amazon Redshift JDBC ドライバー 1.2.32.1056

新機能

• (ベータ) Amazon EMR 5.26.0 を使用すると、Lake Formation と統合されるクラスターを起動できま
す。この統合により、AWS Glue Data Catalog 内のデータベースとテーブルへのきめ細かな列レベルの
アクセスが提供されます。また、これにより、企業の ID システムから EMR Notebooks または Apache 
Zeppelin へのフェデレーションシングルサインオンが可能になります。詳細については、「Amazon 
EMR と AWS Lake Formation (ベータ) の統合」を参照してください。

505

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-lake-formation.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-lake-formation.html


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.26.0

• (2019 年 8 月 19 日) Amazon EMR のパブリックアクセスブロックが、セキュリティグループをサポー
トしているすべての Amazon EMR リリースで利用できるようになりました。パブリックアクセスブ
ロックは、各 AWS リージョンに適用されるアカウント全体の設定です。パブリックアクセスブロッ
クにより、クラスターに関連付けられているセキュリティグループに、ポートで IPv4 0.0.0.0/0 または 
IPv6 ::/0 (パブリックアクセス) からのインバウンドトラフィックを許可するルールがある場合に、クラ
スターの起動が禁止されます (ポートが例外として指定されている場合を除く)。ポート 22 は、デフォル
トで例外になります。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR のパブリック
アクセスブロックの使用」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• EMR Notebooks
• EMR 5.26.0 以降では、EMR Notebooks はデフォルトの Python ライブラリに加えて、ノートブック

スコープの Python ライブラリもサポートしています。ノートブックスコープのライブラリは、クラ
スターを再作成したりノートブックをクラスターに再アタッチしたりすることなく、ノートブックエ
ディター内からインストールできます。ノートブックスコープのライブラリは Python 仮想環境に作
成されるため、現在のノートブックセッションにのみ適用されます。これにより、ノートブックの依
存関係を分離できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「ノートブックスコープの
ライブラリの使用」を参照してください。

• EMRFS
• fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled を true に設定すると、ETag 検

証機能 (ベータ) を有効にできます。この機能を有効にすると、EMRFS は Amazon S3 ETags を使用
して、読み取られているオブジェクトが利用可能な最新バージョンであることを確認します。この機
能は、Amazon S3 read-after-update 上のファイルが同じ名前を維持しながら上書きされるようなユー
スケースに役立ちます。この ETag 検証機能は、現在 S3 Select では使用できません。詳細について
は、「整合性のあるビューを設定する」を参照してください。

• Spark
• 現在、次の最適化がデフォルトで有効になります: ダイナミックパーティションプルーニン

グ、DISTINCT before INTERSECT、DISTINCT クエリが後に続く JOIN の SQL 計画統計推論の改
善、スカラーサブクエリのフラット化、結合順序の最適化、ブルームフィルター結合。詳細について
は、「Spark のパフォーマンスの最適化」を参照してください。

• ソートマージ結合の全体的なステージコード生成が改善されました。
• クエリフラグメントとサブクエリの再利用が改善されました。
• Spark の起動時にエグゼキュターを事前割り当てする機能が改善されました。
• 結合の小さい側にブロードキャストヒントが含まれている場合、ブルームフィルター結合は適用され

なくなりました。
• Tez

• Tez に関する問題を解決しました。Tez UI は、複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR、

既知の問題

• ソートマージ結合の全体的なステージコード生成機能が改善されたことにより、有効にした場合、
メモリプレッシャーが増加する可能性があります。この最適化によってパフォーマンスは向上しま
すが、十分なメモリを提供するように spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor が調整
されていない場合、ジョブの再試行または失敗が生じる可能性があります。この機能を無効にするに
は、spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled を false に設定します。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
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ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.4 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.11.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.10.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.12.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.3.0 EMR S3Select コネクター
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コンポーネント バージョン 説明

emrfs 2.35.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.8.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-4 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.10 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.10 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.10 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.10 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.10 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.5-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.5-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.5-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.5-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.5-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.5-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.5-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.6 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス
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コンポーネント バージョン 説明

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.4.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.2-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.2-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.220 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.220 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.13.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.26.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。
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分類 説明

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します
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分類 説明

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 5.25.0
• アプリケーションバージョン (p. 516)
• リリースノート (p. 517)
• コンポーネントのバージョン (p. 519)
• 設定分類 (p. 523)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.25.0 emr-5.24.1 emr-5.24.0 emr-5.23.1

AWS SDK for Java 1.1.566 1.1.546 1.1.546 1.11.519

Delta - - - -

Flink 1.8.0 1.8.0 1.8.0 1.7.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.9 1.4.9 1.4.9 1.4.9

HCatalog 2.3.5 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.5 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hudi - - - -

Hue 4.4.0 4.4.0 4.4.0 4.3.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.6 0.9.6 0.9.6 0.9.4

Livy 0.6.0 0.6.0 0.6.0 0.5.0

MXNet 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.3.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0
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  emr-5.25.0 emr-5.24.1 emr-5.24.0 emr-5.23.1

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.1 4.14.1 4.14.1 4.14.1

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.220 0.219 0.219 0.215

Spark 2.4.3 2.4.2 2.4.2 2.4.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.13.1 1.12.0 1.12.0 1.12.0

Tez 0.9.2 0.9.1 0.9.1 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

ZooKeeper 3.4.14 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.25.0 に関する情報が含まれていま
す。5.24.1 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 7 月 17 日

最終更新日: 2019 年 10 月 30 日

Amazon EMR 5.25.0

アップグレード

• AWS SDK for Java1.1.566
• Hive 2.3.5
• Presto 0.220
• Spark 2.4.3
• TensorFlow 1.13.1
• Tez 0.9.2
• Zookeeper 3.4.14

新機能

• (2019 年 10 月 30 日) Amazon EMR バージョン 5.25.0 以降では、コンソールでクラスターの [概要]
ページまたは [アプリケーションの履歴] タブから Spark 履歴サーバー UI に接続できます。SSH 接続で
ウェブプロキシを設定する代わりに、Spark 履歴サーバー UI にすばやくアクセスしてアプリケーション
のメトリクスを確認し、アクティブなクラスターと終了したクラスターに関連するログファイルにアク
セスできます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「永続アプリケーションユーザーイン
ターフェイスへのクラスター外アクセス」を参照してください。
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変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• ブルームフィルターを使用して入力を事前フィルターすることで、一部の結合のパフォーマ

ンスが改善されました。最適化はデフォルトでは無効になっており、Spark 設定パラメータ
spark.sql.bloomFilterJoin.enabled を true に設定すると、有効にできます。

• 文字列型の列によるグループ化のパフォーマンスが改善されました。
• HBase がインストールされていないクラスターの R4 インスタンスタイプのデフォルトの Spark エグ

ゼキュターメモリとコアの設定が改善されました。
• プルーニングするテーブルが結合の左側にある必要がある、ダイナミックパーティションプルーニン

グ機能に関する以前の問題が解決されました。
• エイリアスを含む追加のケースに適用できるように、DISTINCT before INTERSECT 最適化が改善さ

れました。
• DISTINCT クエリが後に続く JOIN の SQL 計画統計推論が改善されました。この改善はデフォル

トでは無効になっており、Spark 設定パラメータ spark.sql.statsImprovements.enabled
を true に設定すると、有効にできます。この最適化は Distinct before Intersect 機能で必要であ
り、spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled を true に設定すると、自
動的に有効になります。

• テーブルのサイズとフィルターに基づいて結合順序が最適化されました。
この最適化はデフォルトでは無効になっており、Spark 設定パラメータ
spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled を true に設定すると、有効にでき
ます。

詳細については、「Spark のパフォーマンスの最適化」を参照してください。
• EMRFS

• EMRFS の設定 fs.s3.buckets.create.enabled は、現在、デフォルトでは無効になります。テ
ストでは、この設定を無効にすると、パフォーマンスが向上し、S3 バケットが意図せずに作成される
ことがなくなることがわかりました。アプリケーションがこの機能に依存する場合は、emrfs-site
設定分類でプロパティ fs.s3.buckets.create.enabled を true に設定すると、この機能を有効
にできます。詳細については、「クラスターの作成時に設定を指定する」を参照してください。

• セキュリティ設定のローカルディスク暗号化と S3 暗号化の改善 (2019 年 8 月 5 日)
• セキュリティ設定のセットアップで、Amazon S3 暗号化設定をローカルディスク暗号化設定から分離

しました。
• リリース 5.24.0 以降で、EBS 暗号化を有効にするオプションが追加されました。このオプションを選

択すると、ストレージボリュームに加えてルートデバイスボリュームが暗号化されます。以前のバー
ジョンでは、ルートデバイスボリュームを暗号化するにはカスタム AMI を使用する必要がありまし
た。

• 詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「暗号化オプション」を参照してください。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
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• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.4 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.9.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.11.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.3.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.34.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.8.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-4 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.9 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

520



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.25.0

コンポーネント バージョン 説明

hbase-region-server 1.4.9 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.9 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.9 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.9 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.5-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.5-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.5-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.5-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.5-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.5-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.5-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.6 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.4.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。
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コンポーネント バージョン 説明

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.1-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.1-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.220 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.220 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.13.1 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.2 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.14 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.14 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.25.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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分類 説明

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。
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分類 説明

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

recordserver-env EMR RecordServer 環境の値を変更します。

recordserver-conf EMR RecordServer の erver.properties ファイルの
値を変更します。

recordserver-log4j EMR RecordServer の log4j.properties ファイルの
値を変更します。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop の Squoop OraOop の Squoop の Squoop 
の、oraoop-site.xml

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.24.1
• アプリケーションバージョン (p. 528)
• リリースノート (p. 529)
• コンポーネントのバージョン (p. 530)
• 設定分類 (p. 534)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.24.1 emr-5.24.0 emr-5.23.1 emr-5.23.0

AWS SDK for Java 1.1.546 1.1.546 1.11.519 1.11.519

Delta - - - -

Flink 1.8.0 1.8.0 1.7.1 1.7.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.9 1.4.9 1.4.9 1.4.9

HCatalog 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hudi - - - -

Hue 4.4.0 4.4.0 4.3.0 4.3.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.6 0.9.6 0.9.4 0.9.4

Livy 0.6.0 0.6.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.4.0 1.4.0 1.3.1 1.3.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.1 4.14.1 4.14.1 4.14.1

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.219 0.219 0.215 0.215

Spark 2.4.2 2.4.2 2.4.0 2.4.0
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  emr-5.24.1 emr-5.24.0 emr-5.23.1 emr-5.23.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.12.0 1.12.0 1.12.0

Tez 0.9.1 0.9.1 0.9.1 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.24.1 に関する情報が含まれていま
す。5.24.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 6 月 26 日

変更、機能強化、解決した問題

• TCP SACK サービス拒否の問題 (AWS-2019-005) など、重要な Linux カーネルセキュリティ更新を含め
るように、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI を更新しました。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.8.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.11.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.3.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.33.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.8.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-client 2.8.5-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-4 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.9 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.9 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.9 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.9 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.9 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.4-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-server 2.3.4-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.4-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.6 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.4.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.1-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-query-server 4.14.1-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.219 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.219 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。
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設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.24.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。
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分類 説明

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。
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分類 説明

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.24.0
• アプリケーションバージョン (p. 538)
• リリースノート (p. 539)
• コンポーネントのバージョン (p. 541)
• 設定分類 (p. 545)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.24.0 emr-5.23.1 emr-5.23.0 emr-5.22.0

AWS SDK for Java 1.1.546 1.11.519 1.11.519 1.1.510

Delta - - - -

Flink 1.8.0 1.7.1 1.7.1 1.7.1
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  emr-5.24.0 emr-5.23.1 emr-5.23.0 emr-5.22.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.9 1.4.9 1.4.9 1.4.9

HCatalog 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hudi - - - -

Hue 4.4.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.6 0.9.4 0.9.4 0.9.4

Livy 0.6.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.4.0 1.3.1 1.3.1 1.3.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.1.0

Phoenix 4.14.1 4.14.1 4.14.1 4.14.1

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.219 0.215 0.215 0.215

Spark 2.4.2 2.4.0 2.4.0 2.4.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.12.0 1.12.0 1.12.0

Tez 0.9.1 0.9.1 0.9.1 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.24.0 に関する情報が含まれていま
す。5.23.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 6 月 11 日

最終更新日: 2019 年 8 月 5 日

アップグレード

• Flink 1.8.0
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• Hue 4.4.0
• JupyterHub 0.9.6
• Livy 0.6.0
• MxNet 1.4.0
• Presto 0.219
• Spark 2.4.2
• AWS SDK for Java1.1.546
• コネクタおよびドライバー:

• DynamoDB Connector 4.9.0
• MariaDB Connector 2.4.1
• Amazon Redshift JDBC ドライバー 1.2.27.1051

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• パーティションを動的にプルーニングするための最適化を追加しました。この最適化

はデフォルトで無効になっています。これを有効にするには、Spark 設定パラメータ
spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled を true に設定します。

• INTERSECT のクエリのパフォーマンスが改善されました。この最適化はデフォ
ルトで無効になっています。これを有効にするには、Spark 設定パラメータ
spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled を true に設定します。

• 同じリレーションを使用する集計でスカラーサブクエリをフラット化するための最適化が追加されま
した。この最適化はデフォルトで無効になっています。これを有効にするには、Spark 設定パラメー
タ spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled を true に
設定します。

• 全体的なステージコード生成が改善されました。

詳細については、「Spark のパフォーマンスの最適化」を参照してください。
• セキュリティ設定のローカルディスク暗号化と S3 暗号化の改善 (2019 年 8 月 5 日)

• セキュリティ設定のセットアップで、Amazon S3 暗号化設定をローカルディスク暗号化設定から分離
しました。

• EBS 暗号化を有効にするオプションが追加されました。このオプションを選択すると、ストレージボ
リュームに加えてルートデバイスボリュームが暗号化されます。以前のバージョンでは、ルートデバ
イスボリュームを暗号化するにはカスタム AMI を使用する必要がありました。

• 詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「暗号化オプション」を参照してください。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。
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kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.8.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.11.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.3.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.33.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.8.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
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コンポーネント バージョン 説明
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-4 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.9 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.9 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-client 1.4.9 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.9 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.9 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.4-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.4-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.4-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.6 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.6.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.4.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.1-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.1-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.219 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.219 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

zeppelin-server 0.8.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.24.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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分類 説明

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。
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分類 説明

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.23.1
• アプリケーションバージョン (p. 549)
• リリースノート (p. 551)
• コンポーネントのバージョン (p. 551)
• 設定分類 (p. 555)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。
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Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.23.1 emr-5.23.0 emr-5.22.0 emr-5.21.2

AWS SDK for Java 1.11.519 1.11.519 1.1.510 1.11.479

Delta - - - -

Flink 1.7.1 1.7.1 1.7.1 1.7.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.9 1.4.9 1.4.9 1.4.8

HCatalog 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hudi - - - -

Hue 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.4 0.9.4 0.9.4 0.9.4

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.1.0 5.0.0

Phoenix 4.14.1 4.14.1 4.14.1 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.215 0.215 0.215 0.215

Spark 2.4.0 2.4.0 2.4.0 2.4.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.12.0 1.12.0 1.12.0

Tez 0.9.1 0.9.1 0.9.1 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.0
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  emr-5.23.1 emr-5.23.0 emr-5.22.0 emr-5.21.2

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
これはパッチリリースです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリー
スバージョンと同じです。

インスタンスメタデータサービス (IMDS) V2 サポートステータス: Amazon EMR 5.23.1、5.27.1、および 
5.32 以降のコンポーネントは、すべての IMDS 呼び出しに IMDSv2 を使用します。アプリケーションコー
ドでの IMDS 呼び出しでは、IMDSv1 と IMDSv2 の両方を使用するか、または、セキュリティを強化する
ために IMDSv2 のみを使用するように IMDS を設定できます。その他の 5.x EMR リリースでは、IMDSv1 
を無効にすると、クラスターの起動が失敗します。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.8.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.7.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.11.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.2.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.32.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。
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flink-client 1.7.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-3 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。
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hbase-hmaster 1.4.9 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.9 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.9 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.9 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.9 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.4-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.4-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.4-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。
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mxnet 1.3.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.1-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.1-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.215 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.215 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.23.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します
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hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.23.0
• アプリケーションバージョン (p. 560)
• リリースノート (p. 561)
• コンポーネントのバージョン (p. 562)
• 設定分類 (p. 566)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.23.0 emr-5.22.0 emr-5.21.2 emr-5.21.1

AWS SDK for Java 1.11.519 1.1.510 1.11.479 1.11.479

Delta - - - -

Flink 1.7.1 1.7.1 1.7.0 1.7.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.9 1.4.9 1.4.8 1.4.8

HCatalog 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hudi - - - -

Hue 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.4 0.9.4 0.9.4 0.9.4

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.1.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.1 4.14.1 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.215 0.215 0.215 0.215

Spark 2.4.0 2.4.0 2.4.0 2.4.0
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  emr-5.23.0 emr-5.22.0 emr-5.21.2 emr-5.21.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.12.0 1.12.0 1.12.0

Tez 0.9.1 0.9.1 0.9.1 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.1 0.8.1 0.8.0 0.8.0

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.23.0 に関する情報が含まれていま
す。5.22.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 4 月 1 日

最終更新日: 2019 年 4 月 30 日

アップグレード

• AWS SDK for Java1.11.519

新機能

• (2019 年 4 月 30 日) Amazon EMR 5.23.0 以降では、YARN リソースマネージャー、HDFS 
NameNode、Spark、Hive、Ganglia といったアプリケーションの高可用性をサポートするために、3 つ
のプライマリノードを持つクラスターを起動できます。この機能により、プライマリノードが単一障害
点になる可能性はなくなりました。プライマリノードのいずれかに障害が発生した場合、Amazon EMR 
は自動的にスタンバイプライマリノードにフェイルオーバーし、障害が発生したプライマリノードを
同じ設定とブートストラップアクションを持つ新しいプライマリノードに置き換えます。詳細について
は、「プライマリノードの計画と設定」を参照してください。

既知の問題

• Tez の Amazon EMR リリース 5.26.0 で修正)

Tez UI は、複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターでは動作しません。
• Hue (Amazon EMR リリース 5.24.0 で修正)

• Amazon EMR で実行される Hue では、Solr はサポートされません。Amazon EMR リリース 5.20.0 
以降、誤設定の問題により Solr が有効になり、次のような無害なエラーメッセージが表示されます。

Solr server could not be contacted properly: HTTPConnectionPool('host=ip-
xx-xx-xx-xx.ec2.internal', port=1978): Max retries exceeded with url: /
solr/admin/info/system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused 
by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] 
Connection refused',))

Solr のエラーメッセージが表示されないようにするには、以下の操作を行います。
1. SSH を使用してプライマリノードのコマンドラインConnect
2. テキストエディタを使用して、hue.ini ファイルを開きます。例:
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sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini

3. 語句 appblacklist を検索して、行を次のように変更します。

appblacklist = search

4. 変更を保存して、次の例に示すように Hue を再起動します。

sudo stop hue; sudo start hue

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK
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コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.8.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.7.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.11.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.2.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.32.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.7.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-hdfs-journalnode 2.8.5-amzn-3 HA クラスター上の Hadoop ファ
イルシステムジャーナルを管理
するための HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.9 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.9 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.9 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.9 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.9 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.4-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.4-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。
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hive-server2 2.3.4-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.3.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.1-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.1-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.215 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.215 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト
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コンポーネント バージョン 説明

spark-client 2.4.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.23.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。
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hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します
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oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。
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zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.22.0
• アプリケーションバージョン (p. 571)
• リリースノート (p. 572)
• コンポーネントのバージョン (p. 574)
• 設定分類 (p. 578)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.22.0 emr-5.21.2 emr-5.21.1 emr-5.21.0

AWS SDK for Java 1.1.510 1.11.479 1.11.479 1.11.479

Delta - - - -

Flink 1.7.1 1.7.0 1.7.0 1.7.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.9 1.4.8 1.4.8 1.4.8

HCatalog 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hudi - - - -

Hue 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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  emr-5.22.0 emr-5.21.2 emr-5.21.1 emr-5.21.0

JupyterHub 0.9.4 0.9.4 0.9.4 0.9.4

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.1.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.1 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.215 0.215 0.215 0.215

Spark 2.4.0 2.4.0 2.4.0 2.4.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.12.0 1.12.0 1.12.0

Tez 0.9.1 0.9.1 0.9.1 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.1 0.8.0 0.8.0 0.8.0

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.22.0 に関する情報が含まれていま
す。5.21.0 からの変更が含まれています。

Important

Amazon EMR リリース 5.22.0 以降、Amazon EMR はAWS署名バージョン 4 を排他的に使用し
て Amazon S3 へのリクエストを認証します。AWSリリースノートに署名バージョン 4 のみが
使用されることが示されていない限り、それ以前の Amazon EMR リリースでは、場合によって
は署名バージョン 2 が使用されることがあります。詳細については、「Amazon Simple Storage 
Service デベロッパーガイド」の「リクエストの認証 (AWS 署名バージョン 4)」および「リクエ
ストの認証 (AWS 署名バージョン 2)」を参照してください。

初回リリース日: 2019 年 3 月 20 日

アップグレード

• Flink 1.7.1
• HBase 1.4.9
• Oozie 5.1.0
• Phoenix 4.14.1
• Zeppelin 0.8.1
• コネクタおよびドライバー:

• DynamoDB Connector 4.8.0
• MariaDB Connector 2.2.6
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• Amazon Redshift JDBC ドライバー 1.2.20.1043

新機能

• EBS 専用ストレージを使用する EC2 インスタンスタイプのデフォルトの EBS 設定を変更しまし
た。Amazon EMR リリース 5.22.0 以降を使用してクラスターを作成する場合、デフォルトの EBS ス
トレージ容量はインスタンスのサイズに基づいて増加します。さらに、増加したストレージを複数のボ
リュームに分割することで、IOPS のパフォーマンスが向上しました。別の EBS インスタンスストレー
ジ設定を使用する場合は、EMR クラスターを作成する際、または既存のクラスターをノードに追加する
際に指定することができます。インスタンスタイプごとにデフォルトで割り当てられるストレージ容量
とボリューム数の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「インスタンスのデフォルト EBS 
ストレージ」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• YARN の Spark 用に新しい設定プロパティ spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor

が導入されました。このプロパティの値は、メモリオーバーヘッドの値をエグゼ
キュターメモリのパーセントに設定するスケール係数であり、最小は 384 MB で
す。spark.yarn.executor.memoryOverhead を使用してメモリオーバーヘッドが明示的に設定
されている場合、このプロパティは影響しません。デフォルト値は 0.1875 で、18.75% を表しま
す。Amazon EMR のこのデフォルトは、Spark で内部的に設定されたデフォルトの 10% よりも、エ
グゼキュターのメモリオーバーヘッド用に YARN コンテナに余分なスペースを残します。Amazon 
EMR のデフォルトの 18.75% では、TPC-DS ベンチマークでメモリ関連の障害が減ることが実証され
ています。

• パフォーマンスを向上させるために SPARK-26316 をバックポートしました。
• Amazon EMR バージョン 5.19.0、5.20.0、および 5.21.0 では、YARN ノードラベルは HDFS ディレク

トリに保存されます。状況によっては、このために、コアノードの起動が遅延し、クラスターのタイム
アウトや起動エラーが発生します。Amazon EMR 5.22.0 以降、この問題は解決されています。YARN 
ノードラベルは各クラスターノードのローカルディスクに保存され、HDFS への依存が回避されていま
す。

既知の問題

• Hue (Amazon EMR リリース 5.24.0 で修正)
• Amazon EMR で実行される Hue では、Solr はサポートされません。Amazon EMR リリース 5.20.0 

以降、誤設定の問題により Solr が有効になり、次のような無害なエラーメッセージが表示されます。

Solr server could not be contacted properly: HTTPConnectionPool('host=ip-
xx-xx-xx-xx.ec2.internal', port=1978): Max retries exceeded with url: /
solr/admin/info/system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused 
by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] 
Connection refused',))

Solr のエラーメッセージが表示されないようにするには、以下の操作を行います。
1. SSH を使用してプライマリノードのコマンドラインConnect
2. テキストエディタを使用して、hue.ini ファイルを開きます。例:

sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini

3. 語句 appblacklist を検索して、行を次のように変更します。

appblacklist = search
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4. 変更を保存して、次の例に示すように Hue を再起動します。

sudo stop hue; sudo start hue

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.8.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.6.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.11.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.2.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.31.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.7.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。
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hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.9 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.9 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.9 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.9 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.9 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.4-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.4-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.4-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー
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livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.3.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.1.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.1.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.1-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.1-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.215 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.215 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。
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spark-yarn-slave 2.4.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.22.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。
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hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。
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hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。
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phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 5.21.2
• アプリケーションバージョン (p. 583)
• リリースノート (p. 584)
• コンポーネントのバージョン (p. 584)
• 設定分類 (p. 588)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.21.2 emr-5.21.1 emr-5.21.0 emr-5.20.1

AWS SDK for Java 1.11.479 1.11.479 1.11.479 1.11.461

Delta - - - -

Flink 1.7.0 1.7.0 1.7.0 1.6.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.8 1.4.8 1.4.8 1.4.8

HCatalog 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hudi - - - -

Hue 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.4 0.9.4 0.9.4 0.9.4

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0
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  emr-5.21.2 emr-5.21.1 emr-5.21.0 emr-5.20.1

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.215 0.215 0.215 0.214

Spark 2.4.0 2.4.0 2.4.0 2.4.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.12.0 1.12.0 1.12.0

Tez 0.9.1 0.9.1 0.9.1 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.8.0

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.7.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。
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emr-goodies 2.5.1 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.11.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.2.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.30.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.7.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。
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hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.8 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.8 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.8 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.8 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.8 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.4-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.4-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.4-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション
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jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.3.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.215 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.215 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。
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spark-on-yarn 2.4.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.21.2 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。
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flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。
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hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

591



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.21.2

分類 説明

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 5.21.1
• アプリケーションバージョン (p. 593)
• リリースノート (p. 594)
• コンポーネントのバージョン (p. 595)
• 設定分類 (p. 599)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.21.1 emr-5.21.0 emr-5.20.1 emr-5.20.0

AWS SDK for Java 1.11.479 1.11.479 1.11.461 1.11.461

Delta - - - -

Flink 1.7.0 1.7.0 1.6.2 1.6.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.8 1.4.8 1.4.8 1.4.8

HCatalog 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.4

Hudi - - - -

Hue 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.4 0.9.4 0.9.4 0.9.4

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0
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  emr-5.21.1 emr-5.21.0 emr-5.20.1 emr-5.20.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.215 0.215 0.214 0.214

Spark 2.4.0 2.4.0 2.4.0 2.4.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.12.0 1.12.0 1.12.0

Tez 0.9.1 0.9.1 0.9.1 0.9.1

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.8.0

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.21.1 に関する情報が含まれていま
す。5.21.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 7 月 18 日

変更、機能強化、解決した問題

• TCP SACK サービス拒否の問題 (AWS-2019-005) など、重要な Linux カーネルセキュリティ更新を含め
るように、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI を更新しました。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。
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Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.7.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.1 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.11.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.2.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.30.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.7.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。
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ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.8 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.8 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.8 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.8 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.8 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。
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hcatalog-client 2.3.4-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.4-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.4-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.3.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。
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opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.215 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.215 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.21.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。
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spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.21.0
• アプリケーションバージョン (p. 603)
• リリースノート (p. 604)
• コンポーネントのバージョン (p. 606)
• 設定分類 (p. 610)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
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アプリケーションバージョン情報

  emr-5.21.0 emr-5.20.1 emr-5.20.0 emr-5.19.1

AWS SDK for Java 1.11.479 1.11.461 1.11.461 1.11.433

Delta - - - -

Flink 1.7.0 1.6.2 1.6.2 1.6.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.8 1.4.8 1.4.8 1.4.7

HCatalog 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.3

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.4 2.3.4 2.3.4 2.3.3

Hudi - - - -

Hue 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.2.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.4 0.9.4 0.9.4 0.9.4

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.215 0.214 0.214 0.212

Spark 2.4.0 2.4.0 2.4.0 2.3.2

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.12.0 1.12.0 1.11.0

Tez 0.9.1 0.9.1 0.9.1 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.8.0

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.21.0 に関する情報が含まれていま
す。5.20.0 からの変更が含まれています。
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リリース日: 2019 年 2 月 18 日

最終更新日: 2019 年 4 月 3 日

アップグレード

• Flink 1.7.0
• Presto 0.215
• AWS SDK for Java1.11.479

新機能

• (2019 年 4 月 3 日) Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタ
ンスグループごとに、クラスター設定を上書きして追加の設定分類を指定できます。これを行うに
は、Amazon EMR コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用し
ます。詳細については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照し
てください。

変更、機能強化、解決した問題

• Zeppelin
• ZEPPELIN-3878 をバックポートしました。

既知の問題

• Hue (Amazon EMR リリース 5.24.0 で修正)
• Amazon EMR で実行される Hue では、Solr はサポートされません。Amazon EMR リリース 5.20.0 

以降、誤設定の問題により Solr が有効になり、次のような無害なエラーメッセージが表示されます。

Solr server could not be contacted properly: HTTPConnectionPool('host=ip-
xx-xx-xx-xx.ec2.internal', port=1978): Max retries exceeded with url: /
solr/admin/info/system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused 
by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] 
Connection refused',))

Solr のエラーメッセージが表示されないようにするには、以下の操作を行います。
1. SSH を使用してプライマリノードのコマンドラインConnect
2. テキストエディタを使用して、hue.ini ファイルを開きます。例:

sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini

3. 語句 appblacklist を検索して、行を次のように変更します。

appblacklist = search

4. 変更を保存して、次の例に示すように Hue を再起動します。

sudo stop hue; sudo start hue

• Tez
• この問題は、Amazon EMR 5.22.0 で修正されています。

クラスタプライマリノードへの SSH 接続で http://masterDNS: 8080/TEZ-UI の Tez UI に接続する
と、「アダプタの操作が失敗しました-タイムラインサーバー (ATS) にアクセスできません」というエ
ラーが表示されます。Either it is down, or CORS is not enabled」(アダプタの操作に失敗しました - タ
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イムラインサーバー (ATS) に到達できません。停止しているか、または CORS が有効になっていませ
ん) というエラーが表示されるか、タスクで予期せずに N/A と表示されます。

これは、Tez UIlocalhost がプライマリノードのホスト名ではなく YARN タイムラインサー
バーにリクエストを行ったことが原因でパフォーマンスの問題が発生します。回避策として、
ブートストラップアクションまたはステップとしてスクリプトを実行できます。このスクリプト
で、Tez configs.env ファイル内のホスト名を更新します。スクリプトの詳細と場所については、
「Bootstrap Instructions」を参照してください。

• Amazon EMR バージョン 5.19.0、5.20.0、および 5.21.0 では、YARN ノードラベルは HDFS ディレク
トリに保存されます。状況によっては、このために、コアノードの起動が遅延し、クラスターのタイム
アウトや起動エラーが発生します。Amazon EMR 5.22.0 以降、この問題は解決されています。YARN 
ノードラベルは各クラスターノードのローカルディスクに保存され、HDFS への依存が回避されていま
す。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.7.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.1 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.11.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.2.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.30.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.7.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.8 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.8 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.8 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.8 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.8 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.4-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.4-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-server2 2.3.4-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.3.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.215 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.215 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト
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コンポーネント バージョン 説明

spark-client 2.4.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.21.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。
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分類 説明

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します
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分類 説明

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。
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zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.20.1
• アプリケーションバージョン (p. 615)
• リリースノート (p. 616)
• コンポーネントのバージョン (p. 616)
• 設定分類 (p. 620)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.20.1 emr-5.20.0 emr-5.19.1 emr-5.19.0

AWS SDK for Java 1.11.461 1.11.461 1.11.433 1.11.433

Delta - - - -

Flink 1.6.2 1.6.2 1.6.1 1.6.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.8 1.4.8 1.4.7 1.4.7

HCatalog 2.3.4 2.3.4 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5

Hive 2.3.4 2.3.4 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -

Hue 4.3.0 4.3.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -
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  emr-5.20.1 emr-5.20.0 emr-5.19.1 emr-5.19.0

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.4 0.9.4 0.9.4 0.9.4

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.1 1.3.1 1.3.0 1.3.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.214 0.214 0.212 0.212

Spark 2.4.0 2.4.0 2.3.2 2.3.2

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.12.0 1.11.0 1.11.0

Tez 0.9.1 0.9.1 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.8.0

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.13

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.7.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.1 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.2.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.29.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.6.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。
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hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.8 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.8 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.8 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.8 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.8 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.4-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.4-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。
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hive-server2 2.3.4-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.3.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.214 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.214 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト
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spark-client 2.4.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.20.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。
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hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します
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oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。
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分類 説明

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.20.0
• アプリケーションバージョン (p. 625)
• リリースノート (p. 626)
• コンポーネントのバージョン (p. 628)
• 設定分類 (p. 632)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.20.0 emr-5.19.1 emr-5.19.0 emr-5.18.1

AWS SDK for Java 1.11.461 1.11.433 1.11.433 1.11.393

Delta - - - -

Flink 1.6.2 1.6.1 1.6.1 1.6.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.8 1.4.7 1.4.7 1.4.7

HCatalog 2.3.4 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.4

Hive 2.3.4 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -

Hue 4.3.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -
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  emr-5.20.0 emr-5.19.1 emr-5.19.0 emr-5.18.1

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.4 0.9.4 0.9.4 0.8.1

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.1 1.3.0 1.3.0 1.2.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.214 0.212 0.212 0.210

Spark 2.4.0 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.12.0 1.11.0 1.11.0 1.9.0

Tez 0.9.1 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.8.0

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.13 3.4.12

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.20.0 に関する情報が含まれていま
す。5.19.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 12 月 18 日

最終更新: 2019 年 1 月 22 日

アップグレード

• Flink 1.6.2
• HBase 1.4.8
• Hive 2.3.4
• Hue 4.3.0
• MXNet 1.3.1
• Presto 0.214
• Spark 2.4.0
• TensorFlow 1.12.0
• Tez 0.9.1
• AWS SDK for Java1.11.461
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新機能

• (2019 年 1 月 22 日) Amazon EMR の Kerberos は、外部 KDC からのプリンシパルの認証をサポートす
るように改善されました。これにより、複数のクラスターが単一の外部 KDC を共有できるため、プリ
ンシパル管理が集中化されます。さらに、外部 KDC は Active Directory ドメインとのクロス領域信頼を
得られます。これにより、すべてのクラスターが Active Directory からプリンシパルを認証できます。詳
しくは、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Kerberos 認証を使用する」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI
• Python3 パッケージが python 3.4 から 3.6 にアップグレードされました。

• EMRFS S3 向けに最適化されたコミッター
• 現在、EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターがデフォルトで有効になるため、書き込みパフォー

マンスが向上します。詳細については、「EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用す
る (p. 2335)」を参照してください。

• [Hive]
• HIVE-16686 をバックポートしました。

• Spark と Hive での Glue
• EMR 5.20.0 以降では、AWS Glue データカタログをメタストアとして使用する場合、Spark と Hive 

に対してparallel パーティションプルーニングが自動的に有効になります。この変更により、複数の
リクエストを並列に実行してパーティションを取得できるため、クエリ計画時間が大幅に短縮されま
す。同時に実行できるセグメントの総数は、1～10 の範囲です。デフォルト値は 5 であり、これが推
奨される設定です。hive-site 設定分類の aws.glue.partition.num.segments プロパティを
指定すると、これを変更できます。スロットリングが発生した場合は、値を 1 に変更して機能をオフ
にすることができます。詳細については、「AWS Glue セグメント構造」を参照してください。

既知の問題

• Hue (Amazon EMR リリース 5.24.0 で修正)
• Amazon EMR で実行される Hue では、Solr はサポートされません。Amazon EMR リリース 5.20.0 

以降、誤設定の問題により Solr が有効になり、次のような無害なエラーメッセージが表示されます。

Solr server could not be contacted properly: HTTPConnectionPool('host=ip-
xx-xx-xx-xx.ec2.internal', port=1978): Max retries exceeded with url: /
solr/admin/info/system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused 
by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] 
Connection refused',))

Solr のエラーメッセージが表示されないようにするには、以下の操作を行います。
1. SSH を使用してプライマリノードのコマンドラインConnect
2. テキストエディタを使用して、hue.ini ファイルを開きます。例:

sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini

3. 語句 appblacklist を検索して、行を次のように変更します。

appblacklist = search

4. 変更を保存して、次の例に示すように Hue を再起動します。

sudo stop hue; sudo start hue

• Tez
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• この問題は、Amazon EMR 5.22.0 で修正されています。

クラスタプライマリノードへの SSH 接続で http://masterDNS: 8080/TEZ-UI の Tez UI に接続する
と、「アダプタの操作が失敗しました-タイムラインサーバー (ATS) にアクセスできません」というエ
ラーが表示されます。Either it is down, or CORS is not enabled」(アダプタの操作に失敗しました - タ
イムラインサーバー (ATS) に到達できません。停止しているか、または CORS が有効になっていませ
ん) というエラーが表示されるか、タスクで予期せずに N/A と表示されます。

これは、Tez UIlocalhost がプライマリノードのホスト名ではなく YARN タイムラインサー
バーにリクエストを行ったことが原因でパフォーマンスの問題が発生します。回避策として、
ブートストラップアクションまたはステップとしてスクリプトを実行できます。このスクリプト
で、Tez configs.env ファイル内のホスト名を更新します。スクリプトの詳細と場所については、
「Bootstrap Instructions」を参照してください。

• Amazon EMR バージョン 5.19.0、5.20.0、および 5.21.0 では、YARN ノードラベルは HDFS ディレク
トリに保存されます。状況によっては、このために、コアノードの起動が遅延し、クラスターのタイム
アウトや起動エラーが発生します。Amazon EMR 5.22.0 以降、この問題は解決されています。YARN 
ノードラベルは各クラスターノードのローカルディスクに保存され、HDFS への依存が回避されていま
す。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードにhadoopユーザーとして 

SSH 接続します。
• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー

628

http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/fix_tez_ui_0-9-1/


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.20.0

スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.7.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.1 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.2.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.29.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.6.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.8 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.8 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.8 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.8 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.8 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.4-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.4-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.4-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.4-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.4-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

630



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.20.0

コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 2.3.4-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.4-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.3.1 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.214 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.214 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.4.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.4.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.4.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.4.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.12.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.9.1 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.20.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。
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container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。
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hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。
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mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。
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分類 説明

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.19.1
• アプリケーションバージョン (p. 637)
• リリースノート (p. 638)
• コンポーネントのバージョン (p. 638)
• 設定分類 (p. 642)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.19.1 emr-5.19.0 emr-5.18.1 emr-5.18.0

AWS SDK for Java 1.11.433 1.11.433 1.11.393 1.11.393

Delta - - - -

Flink 1.6.1 1.6.1 1.6.0 1.6.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.5 2.8.5 2.8.4 2.8.4

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -
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  emr-5.19.1 emr-5.19.0 emr-5.18.1 emr-5.18.0

Hue 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.4 0.9.4 0.8.1 0.8.1

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.0 1.3.0 1.2.0 1.2.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.212 0.212 0.210 0.210

Spark 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.11.0 1.11.0 1.9.0 1.9.0

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.8.0

ZooKeeper 3.4.13 3.4.13 3.4.12 3.4.12

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
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スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.7.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.1 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.28.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.6.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.7 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.7 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.7 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.7 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.7 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-2 Hive-hbase クライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 2.3.3-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.3.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.212 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.212 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.11.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.19.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。
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分類 説明

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。
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分類 説明

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

644



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.19.1

分類 説明

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。
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分類 説明

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.19.0
• アプリケーションバージョン (p. 647)
• リリースノート (p. 648)
• コンポーネントのバージョン (p. 649)
• 設定分類 (p. 653)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.19.0 emr-5.18.1 emr-5.18.0 emr-5.17.2

AWS SDK for Java 1.11.433 1.11.393 1.11.393 1.11.336

Delta - - - -

Flink 1.6.1 1.6.0 1.6.0 1.5.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.6

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.5 2.8.4 2.8.4 2.8.4

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -
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  emr-5.19.0 emr-5.18.1 emr-5.18.0 emr-5.17.2

Hue 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.9.4 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.3.0 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.212 0.210 0.210 0.206

Spark 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.11.0 1.9.0 1.9.0 1.9.0

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.0 0.8.0 0.8.0 0.7.3

ZooKeeper 3.4.13 3.4.12 3.4.12 3.4.12

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.19.0 に関する情報が含まれていま
す。5.18.0 からの変更が含まれています。

リリース日: 2018 年 11 月 7 日

最終更新日: 2018 年 11 月 19 日

アップグレード

• Hadoop 2.8.5
• Flink 1.6.1
• JupyterHub 0.9.4
• MXNet 1.3.0
• Presto 0.212
• TensorFlow 1.11.0
• Zookeeper 3.4.13
• AWS SDK for Java1.11.433
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新機能

• (2018 年 11 月 19 日) EMR Notebooks は、Jupyter Notebook に基づいたマネージド環境です。Spark 
R、Spark R PySpark、Spark R、Spark R、Spark R EMR Notebooks は、Amazon EMR リリース5.18.0 
以降を使用して作成されたクラスターで使用できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」
の「EMR Notebooks の使用」を参照してください。

• EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、Spark と EMRFS を使用して Parquet ファイルを書き込
むときに利用できます。このコミッターにより、書き込みパフォーマンスが向上します。詳細について
は、「EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用する (p. 2335)」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• YARN
• アプリケーションマスタープロセスをコアノードで実行するように制限するロジックを修正しまし

た。現在、この機能では、yarn-site 設定分類および capacity-scheduler 設定分類の YARN 
ノードラベル機能とプロパティを使用しています。詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/ 
emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.」を参照して
ください。

• Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI
• ruby18、php56、および gcc48 は、デフォルトではインストールされなくなりました。必要に応じ

て、yum を使用してインストールできます。
• aws-sdk の ruby gem は、デフォルトではインストールされなくなりました 必要に応じて、gem 
install aws-sdk を使用してインストールできます。特定のコンポーネントをインストールするこ
ともできます。例えば、gem install aws-sdk-s3。

既知の問題

• EMR Notebooks — 状況によっては、複数のノートブックエディタが開いているときに、ノートブック
エディタがクラスターに接続できないように見えることがあります。このような場合は、ブラウザの 
Cookie をクリアしてから、ノートブックエディタを再度開きます。

• CloudWatch ContainerPending メトリクスと自動スケーリング — (5.20.0 で修正) Amazon EMR は負の
値を出力する可能性がありますContainerPending。ContainerPending が自動スケーリングルール
で使用されている場合、自動スケーリングは期待どおりに動作しません。ContainerPending を自動
スケーリングで使用しないでください。

• Amazon EMR バージョン 5.19.0、5.20.0、および 5.21.0 では、YARN ノードラベルは HDFS ディレク
トリに保存されます。状況によっては、このために、コアノードの起動が遅延し、クラスターのタイム
アウトや起動エラーが発生します。Amazon EMR 5.22.0 以降、この問題は解決されています。YARN 
ノードラベルは各クラスターノードのローカルディスクに保存され、HDFS への依存が回避されていま
す。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
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スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.2.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.7.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.1 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.28.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.6.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.5-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.5-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.5-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.5-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-httpfs-server 2.8.5-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.5-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.5-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.5-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.5-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.5-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.7 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.7 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.7 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.7 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.7 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-2 Hive-hbase クライアント。
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hive-metastore-server 2.3.3-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.9.4 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.3.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.212 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.212 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.11.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.13 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.13 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.19.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。
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container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。
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hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。
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mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-memory Presto の memory.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpcds Presto の tpcds.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。
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yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.18.1
• アプリケーションバージョン (p. 658)
• リリースノート (p. 659)
• コンポーネントのバージョン (p. 659)
• 設定分類 (p. 663)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.18.1 emr-5.18.0 emr-5.17.2 emr-5.17.1

AWS SDK for Java 1.11.393 1.11.393 1.11.336 1.11.336

Delta - - - -

Flink 1.6.0 1.6.0 1.5.2 1.5.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.7 1.4.7 1.4.6 1.4.6

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.4 2.8.4 2.8.4 2.8.4

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -
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  emr-5.18.1 emr-5.18.0 emr-5.17.2 emr-5.17.1

Hue 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.210 0.210 0.206 0.206

Spark 2.3.2 2.3.2 2.3.1 2.3.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.9.0 1.9.0 1.9.0 1.9.0

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.0 0.8.0 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.12 3.4.12 3.4.12 3.4.12

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
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スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.1.3 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.27.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.6.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.4-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.4-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.4-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.4-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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hadoop-httpfs-server 2.8.4-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.4-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.4-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.4-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.4-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.4-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.7 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.7 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.7 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.7 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.7 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-2 Hive-hbase クライアント。
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hive-metastore-server 2.3.3-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.2.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.210 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.210 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.9.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.8.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.12 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.12 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.18.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。
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container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。
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hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。
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mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。
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zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.18.0
• アプリケーションバージョン (p. 668)
• リリースノート (p. 669)
• コンポーネントのバージョン (p. 670)
• 設定分類 (p. 674)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.18.0 emr-5.17.2 emr-5.17.1 emr-5.17.0

AWS SDK for Java 1.11.393 1.11.336 1.11.336 1.11.336

Delta - - - -

Flink 1.6.0 1.5.2 1.5.2 1.5.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.7 1.4.6 1.4.6 1.4.6

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.4 2.8.4 2.8.4 2.8.4

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -

Hue 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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  emr-5.18.0 emr-5.17.2 emr-5.17.1 emr-5.17.0

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.210 0.206 0.206 0.206

Spark 2.3.2 2.3.1 2.3.1 2.3.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.9.0 1.9.0 1.9.0 1.9.0

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.8.0 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.12 3.4.12 3.4.12 3.4.12

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.18.0 に関する情報が含まれていま
す。5.17.0 からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 10 月 24 日

アップグレード

• Flink 1.6.0
• HBase 1.4.7
• Presto 0.210
• Spark 2.3.2
• Zeppelin 0.8.0

新機能

• Amazon EMR 5.18.0 以降では、Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用し、特定の Amazon 
EMR リリースで利用可能なライブラリおよび依存関係の正確なバージョンに対してジョブコードをビル
ドできます。詳細については、「Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用して依存関係を確認
する (p. 1532)」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• [Hive]
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• S3 Select のサポートが追加されました。詳細については、「S3 Select と Hive を使用してパフォー
マンスを向上させる (p. 1935)」を参照してください。

• Presto
• S3 Select Pushdown のサポートが追加されました。詳細については、「S3 Select Pushdown と 

Presto を使用してパフォーマンスを向上させる (p. 2255)」を参照してください。
• Spark

• Spark のデフォルトの log4j 設定が、Spark ストリーミングジョブのコンテナログを毎時ロールするよ
うに変更されました。これにより、長時間実行されている Spark ストリーミングジョブのログが削除
されるのを防ぐことができます。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.1.3 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.1.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.27.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.6.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
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コンポーネント バージョン 説明
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.4-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.4-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.4-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.4-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.4-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.4-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.4-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.4-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.4-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.4-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.7 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.7 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.7 HBase コマンドラインクライア
ント。
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hbase-rest-server 1.4.7 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.7 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.3-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

nginx 1.12.1 nginx [engine x] は HTTP および
リバースプロキシサーバー

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.2.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット
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oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.210 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.210 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.9.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。
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zeppelin-server 0.8.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.12 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.12 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.18.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。
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pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.17.2
• アプリケーションバージョン (p. 678)
• リリースノート (p. 680)
• コンポーネントのバージョン (p. 680)
• 設定分類 (p. 684)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
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• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.17.2 emr-5.17.1 emr-5.17.0 emr-5.16.1

AWS SDK for Java 1.11.336 1.11.336 1.11.336 1.11.336

Delta - - - -

Flink 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.4

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.4 2.8.4 2.8.4 2.8.4

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -

Hue 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.206 0.206 0.206 0.203

Spark 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.9.0 1.9.0 1.9.0 -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.12 3.4.12 3.4.12 3.4.12
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リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.1.3 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.0.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.26.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.5.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
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コンポーネント バージョン 説明
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.4-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.4-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.4-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.4-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.4-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.4-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.4-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.4-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.4-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.4-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.6 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.6 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.6 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.6 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。
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hbase-thrift-server 1.4.6 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.3-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.2.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。
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opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.206 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.206 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.9.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.12 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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zookeeper-client 3.4.12 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.17.2 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.17.1
• アプリケーションバージョン (p. 688)
• リリースノート (p. 689)
• コンポーネントのバージョン (p. 690)
• 設定分類 (p. 694)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.17.1 emr-5.17.0 emr-5.16.1 emr-5.16.0

AWS SDK for Java 1.11.336 1.11.336 1.11.336 1.11.336
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  emr-5.17.1 emr-5.17.0 emr-5.16.1 emr-5.16.0

Delta - - - -

Flink 1.5.2 1.5.2 1.5.0 1.5.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.6 1.4.6 1.4.4 1.4.4

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.4 2.8.4 2.8.4 2.8.4

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -

Hue 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.5.0

MXNet 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.14.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.206 0.206 0.203 0.203

Spark 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.9.0 1.9.0 - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.12 3.4.12 3.4.12 3.4.12

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.17.1 に関する情報が含まれています。5.17.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 7 月 18 日
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変更、機能強化、解決した問題

• TCP SACK サービス拒否の問題 (AWS-2019-005) など、重要な Linux カーネルセキュリティ更新を含め
るように、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI を更新しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.1.3 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.0.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.26.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.5.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。
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ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.4-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.4-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.4-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.4-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.4-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.4-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.4-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.4-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.4-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.4-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.6 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.6 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.6 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.6 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.6 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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hcatalog-server 2.3.3-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.3-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.2.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ
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phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.206 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.206 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.9.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.12 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.12 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。
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設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.17.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。
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hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

695



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.17.1

分類 説明

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します
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sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.17.0
• アプリケーションバージョン (p. 698)
• リリースノート (p. 699)
• コンポーネントのバージョン (p. 700)
• 設定分類 (p. 704)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、TensorFlow、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.17.0 emr-5.16.1 emr-5.16.0 emr-5.15.1

AWS SDK for Java 1.11.336 1.11.336 1.11.336 1.333

Delta - - - -

Flink 1.5.2 1.5.0 1.5.0 1.4.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.6 1.4.4 1.4.4 1.4.4
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  emr-5.17.0 emr-5.16.1 emr-5.16.0 emr-5.15.1

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.4 2.8.4 2.8.4 2.8.3

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -

Hue 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.5.0 0.5.0 0.5.0 0.4.0

MXNet 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.1.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.14.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.206 0.203 0.203 0.194

Spark 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow 1.9.0 - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.12 3.4.12 3.4.12 3.4.12

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.17.0 に関する情報が含まれています。5.16.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 30 日

アップグレード

• Flink 1.5.2
• HBase 1.4.6
• Presto 0.206
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新機能

• TensorFlow のサポートが追加されました。詳細については、「TensorFlow (p. 2408)」を参照してくだ
さい。

変更、機能強化、解決した問題

• JupyterHub
• Amazon S3 でのノートブックの永続性のサポートが追加されました。詳細については、「Amazon S3 

でノートブックの永続性を設定するには (p. 2077)」を参照してください。
• Spark

• S3 Select のサポートが追加されました。詳細については、「S3 Select と Spark を使用してクエリパ
フォーマンスを向上させる (p. 2332)」を参照してください。

• Amazon EMR バージョン 5.14.0、5.15.0、または 5.16.0 での Cloudwatch メトリクスと自動スケーリン
グ機能に関する問題が解決されました。

既知の問題

• Livy がインストールされた Kerberized クラスターを作成すると、Livy が失敗して、簡易認証が有効に
なっていないというエラーが表示されます。Livy サーバーを再起動すると、問題が解決されます。回避
策として、クラスターの作成時に 1sudo restart livy-server 次ノードで実行されるステップを追
加します。

• 作成日が 2018-08-11 の Amazon Linux AMI に基づくカスタム Amazon Linux AMI を使用すると、Oozie 
サーバーの起動に失敗します。Oozie を使用する場合は、作成日が異なる Amazon Linux AMI ID に基
づいてカスタム AMI を作成します。次の AWS CLI コマンドを使用して、2018.03 バージョンのすべて
の HVM Amazon Linux AMI のイメージ ID とリリース日のリストを返し、ベースとして適切な Amazon 
Linux AMI を選択できます。us-west-2 MyRegion などのリージョン識別子に置き換えます

aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?Name!=`null`]|
[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].[CreationDate,ImageId,Name]' --
output text | sort -rk1

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.1.3 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK
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コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.5.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emr-s3-select 1.0.0 EMR S3Select コネクター

emrfs 2.26.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.5.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.4-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.4-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.4-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.4-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.4-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.4-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-mapred 2.8.4-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.4-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.4-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.4-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.6 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.6 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.6 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.6 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.6 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.3-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.2.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.206 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.206 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。
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コンポーネント バージョン 説明

spark-on-yarn 2.3.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tensorflow 1.9.0 TensorFlow 高性能数値計算のた
めのオープンソースソフトウェ
アライブラリ。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.12 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.12 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.17.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。
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分類 説明

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。
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分類 説明

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-s3-conf Jupyter ノートブックの S3 の永続性を設定しま
す。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.16.1
• アプリケーションバージョン (p. 709)
• リリースノート (p. 710)
• コンポーネントのバージョン (p. 710)
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• 設定分類 (p. 714)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.16.1 emr-5.16.0 emr-5.15.1 emr-5.15.0

AWS SDK for Java 1.11.336 1.11.336 1.333 1.333

Delta - - - -

Flink 1.5.0 1.5.0 1.4.2 1.4.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.4

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hadoop 2.8.4 2.8.4 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.3

Hudi - - - -

Hue 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.5.0 0.5.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.2.0 1.2.0 1.1.0 1.1.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 5.0.0

Phoenix 4.14.0 4.14.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.203 0.203 0.194 0.194
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  emr-5.16.1 emr-5.16.0 emr-5.15.1 emr-5.15.0

Spark 2.3.1 2.3.1 2.3.0 2.3.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.12 3.4.12 3.4.12 3.4.12

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.1.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。
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emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.25.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.5.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.4-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.4-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.4-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.4-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.4-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.4-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.4-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.4-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.4-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。
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hadoop-yarn-timeline-server 2.8.4-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.4 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.4 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.4 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.4 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.4 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.3-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

712



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.16.1

コンポーネント バージョン 説明

mxnet 1.2.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.203 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.203 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。
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webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.12 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.12 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.16.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。
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spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.16.0
• アプリケーションバージョン (p. 718)
• リリースノート (p. 719)
• コンポーネントのバージョン (p. 720)
• 設定分類 (p. 724)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
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アプリケーションバージョン情報

  emr-5.16.0 emr-5.15.1 emr-5.15.0 emr-5.14.2

AWS SDK for Java 1.11.336 1.333 1.333 1.297

Delta - - - -

Flink 1.5.0 1.4.2 1.4.2 1.4.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.4 1.4.4 1.4.4 1.4.2

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.2

Hadoop 2.8.4 2.8.3 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.3 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.1.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.5.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.2.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 5.0.0 5.0.0 4.3.0

Phoenix 4.14.0 4.13.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.203 0.194 0.194 0.194

Spark 2.3.1 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.12 3.4.12 3.4.12 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.16.0 に関する情報が含まれています。5.15.0 からの
変更が含まれています。
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初回リリース日: 2018 年 7 月 19 日

アップグレード

• Hadoop 2.8.4
• Flink 1.5.0
• Livy 0.5.0
• MXNet 1.2.0
• Phoenix 4.14.0
• Presto 0.203
• Spark 2.3.1
• AWS SDK for Java1.11.336
• CUDA 9.2
• Redshift JDBC ドライバー 1.2.15.1025

変更、機能強化、解決した問題

• HBase
• HBASE-20723 をバックポートしました。

• Presto
• LDAP 認証をサポートするための設定変更。詳細については、「Amazon EMR の Presto に LDAP 認

証を使用する (p. 2258)」を参照してください。
• Spark

• Apache Spark バージョン 2.3.1 は Amazon EMR リリース 5.16.0 以降利用可能で、CVE-2018-8024
および CVE-2018-1334 に対処します。Spark の以前のバージョンを Spark バージョン 2.3.1 以降に移
行することをお勧めします。

既知の問題

• このリリースバージョンでは、c1.medium インスタンスタイプまたは m1.small インスタンスタイプは
サポートされていません。これらのインスタンスタイプのいずれかを使用するクラスターは起動しませ
ん。回避策として、別のインスタンスタイプを指定するか、別のリリースバージョンを使用します。

• Livy がインストールされた Kerberized クラスターを作成すると、Livy が失敗して、簡易認証が有効に
なっていないというエラーが表示されます。Livy サーバーを再起動すると、問題が解決されます。回避
策として、クラスターの作成時に 1sudo restart livy-server 次ノードで実行されるステップを追
加します。

• プライマリノードの再起動後またはインスタンスコントローラーの再起動後に、Amazon EMR バージョ
ン 5.14.0、5.15.0、または 5.16.0 CloudWatch でメトリクスが収集されず、自動スケーリング機能が使
用できなくなります。この問題は、Amazon EMR 5.17.0 で修正されています。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
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す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.1.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.25.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.5.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.4-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.4-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.4-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.4-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-httpfs-server 2.8.4-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.4-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.4-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.4-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.4-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.4-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.4 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.4 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.4 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.4 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.4 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-1 Hive-hbase クライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 2.3.3-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.5.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.2.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.2.88 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.14.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.14.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.203 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.203 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。
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コンポーネント バージョン 説明

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.12 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.12 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.16.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。
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分類 説明

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。
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分類 説明

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-password-authenticator Presto の password-authenticator.properties ファイ
ルの値を変更します。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。
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分類 説明

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 5.15.1
• アプリケーションバージョン (p. 729)
• リリースノート (p. 730)
• コンポーネントのバージョン (p. 730)
• 設定分類 (p. 734)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.15.1 emr-5.15.0 emr-5.14.2 emr-5.14.1

AWS SDK for Java 1.333 1.333 1.297 1.297

Delta - - - -

Flink 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.4 1.4.4 1.4.2 1.4.2

HCatalog 2.3.3 2.3.3 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.3 2.3.3 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.2.0 4.2.0 4.1.0 4.1.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0
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  emr-5.15.1 emr-5.15.0 emr-5.14.2 emr-5.14.1

Oozie 5.0.0 5.0.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.194 0.194 0.194 0.194

Spark 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.12 3.4.12 3.4.10 3.4.10

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。
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emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.24.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。
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hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.4 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.4 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.4 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.4 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.4 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.3-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.3-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー
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livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.1.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.194 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.194 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。
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sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.12 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.12 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.15.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。
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hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します
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httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。
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pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.15.0
• アプリケーションバージョン (p. 738)
• リリースノート (p. 740)
• コンポーネントのバージョン (p. 740)
• 設定分類 (p. 744)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
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• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.15.0 emr-5.14.2 emr-5.14.1 emr-5.14.0

AWS SDK for Java 1.333 1.297 1.297 1.297

Delta - - - -

Flink 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.4 1.4.2 1.4.2 1.4.2

HCatalog 2.3.3 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.3 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.2.0 4.1.0 4.1.0 4.1.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 0.8.1

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.1.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 5.0.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.194 0.194 0.194 0.194

Spark 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.7

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.12 3.4.10 3.4.10 3.4.10
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リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.15.0 に関する情報が含まれています。5.14.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 6 月 21 日

アップグレード

• HBase を 1.4.4 にアップグレードしました
• Hive を 2.3.3 にアップグレードしました
• Hue を 4.2.0 にアップグレードしました
• Oozie を 5.0.0 にアップグレードしました
• ZooKeeper を 3.4.12 にアップグレードしました
• AWS SDK を 1.11.333 にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• [Hive]
• HIVE-18069 をバックポートしました。

• Hue
• Kerberos が有効になっている場合に Livy で正しく認証されるように Hue を更新しました。Amazon 

EMR で Kerberos を使用する場合、Livy がサポートされるようになりました。
• JupyterHub

• Amazon EMR がデフォルトで LDAP JupyterHub クライアントライブラリをインストールするように
更新されました。

• 自己署名証明書を生成するスクリプトのエラーを修正しました。

既知の問題

• このリリースバージョンでは、c1.medium インスタンスタイプまたは m1.small インスタンスタイプは
サポートされていません。これらのインスタンスタイプのいずれかを使用するクラスターは起動しませ
ん。回避策として、別のインスタンスタイプを指定するか、別のリリースバージョンを使用します。

• プライマリノードの再起動後またはインスタンスコントローラーの再起動後に、Amazon EMR バージョ
ン 5.14.0、5.15.0、または 5.16.0 CloudWatch でメトリクスが収集されず、自動スケーリング機能が使
用できなくなります。この問題は、Amazon EMR 5.17.0 で修正されています。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.24.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。
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hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.4 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.4 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.4 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.4 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.4 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.3-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.3-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.3-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.3-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.3-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.3-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。
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hive-server2 2.3.3-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.1.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 5.0.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 5.0.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.194 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.194 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。
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spark-history-server 2.3.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.12 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.12 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.15.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。
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flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。
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hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

747



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.14.2

分類 説明

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.14.2
• アプリケーションバージョン (p. 749)
• リリースノート (p. 750)
• コンポーネントのバージョン (p. 750)
• 設定分類 (p. 754)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.14.2 emr-5.14.1 emr-5.14.0 emr-5.13.1

AWS SDK for Java 1.297 1.297 1.297 1.297

Delta - - - -

Flink 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.1.0 4.1.0 4.1.0 4.1.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 0.8.1 -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.1.0 1.1.0 1.1.0 1.0.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.194 0.194 0.194 0.194

Spark 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0
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  emr-5.14.2 emr-5.14.1 emr-5.14.0 emr-5.13.1

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.7 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。
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emrfs 2.23.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。
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hbase-hmaster 1.4.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.1.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

752



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.14.2

コンポーネント バージョン 説明

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.194 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.194 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。
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zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.14.2 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します
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spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.14.1
• アプリケーションバージョン (p. 758)
• リリースノート (p. 759)
• コンポーネントのバージョン (p. 760)
• 設定分類 (p. 763)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
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アプリケーションバージョン情報

  emr-5.14.1 emr-5.14.0 emr-5.13.1 emr-5.13.0

AWS SDK for Java 1.297 1.297 1.297 1.297

Delta - - - -

Flink 1.4.2 1.4.2 1.4.0 1.4.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.1.0 4.1.0 4.1.0 4.1.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub 0.8.1 0.8.1 - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.1.0 1.1.0 1.0.0 1.0.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.194 0.194 0.194 0.194

Spark 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Sqoop 1.4.7 1.4.7 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.14.1 に関する情報が含まれています。5.14.0 からの
変更が含まれています。
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初回リリース日: 2018 年 10 月 17 日

潜在的なセキュリティ脆弱性に対処するために Amazon EMR のデフォルトの AMI を更新しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.23.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
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コンポーネント バージョン 説明
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-server 2.3.2-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.1.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.194 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.194 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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emr-5.14.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。
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hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。
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livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。
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zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.14.0
• アプリケーションバージョン (p. 768)
• リリースノート (p. 769)
• コンポーネントのバージョン (p. 771)
• 設定分類 (p. 775)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、JupyterHub、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.14.0 emr-5.13.1 emr-5.13.0 emr-5.12.3

AWS SDK for Java 1.297 1.297 1.297 1.11.267

Delta - - - -

Flink 1.4.2 1.4.0 1.4.0 1.4.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.0

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.1.0 4.1.0 4.1.0 4.1.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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  emr-5.14.0 emr-5.13.1 emr-5.13.0 emr-5.12.3

JupyterHub 0.8.1 - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.1.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.194 0.194 0.194 0.188

Spark 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.2.1

Sqoop 1.4.7 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.14.0 に関する情報が含まれています。5.13.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 6 月 4 日

アップグレード

• Apache Flink を 1.4.2 にアップグレードしました
• Apache MXNet を 1.1.0 にアップグレードしました
• Apache Sqoop を 1.4.7 にアップグレードしました

新機能

• JupyterHub サポートが追加されました。詳細については、「JupyterHub (p. 2072)」を参照してくださ
い。

変更、機能強化、解決した問題

• EMRFS
• Amazon S3 へのリクエスト内の UserAgent 文字列が、呼び出し元のプリンシパルのユーザーおよび

グループの情報を含めるように更新されました。これを AWS CloudTrail ログと共に使用すると、よ
り包括的なリクエスト追跡を行うことができます。

• HBase
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• HBASE-20447 が含まれました。これにより、特に分割されたリージョンで、キャッシュの問題を引
き起こす可能性のある問題に対処します。

• MXNet
• OpenCV ライブラリを追加しました。

• Spark
• Spark が EMRFS を使用して Amazon S3 の場所に Parquet ファイルを書き込む場合、 

FileOutputCommitter アルゴリズムがバージョン 1 ではなくバージョン 2 を使用するように更新され
ました。これにより、名前変更の数が減り、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。この
変更は、以下には影響しません。
• Spark 以外のアプリケーション。
• HDFS などの他のファイルシステムに書き込むアプリケーション (バージョン 1 を引き続き使用し

ている FileOutputCommitter)。
• テキストや csv など、EMRFS 直接書き込みを既に使用している、他の出力形式を使用するアプリ

ケーション。

既知の問題

• JupyterHub
• クラスターの作成時に、構成分類を使用して Jupyter Notebooks JupyterHub をセットアップおよび

個々の Jupyter ノートブックをセットアップすることは、サポートされていません。各ユーザーの 
jupyterhub_config.py ファイルと jupyter_notebook_config.py ファイルを手動で編集します。詳細につ
いては、「構成中 JupyterHub (p. 2076)」を参照してください。

• JupyterHub プライベートサブネット内のクラスターで起動に失敗し、メッセージが表示されま
せんError: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/
server.crt' 。これは、自己署名証明書を生成するスクリプトのエラーが原因で発生します。次の
回避策を使用して自己署名証明書を生成します。すべてのコマンドは、プライマリノードに接続して
いる間に実行されます
1. 証明書生成スクリプトをコンテナからプライマリノードにコピーします。

sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./

2. テキストエディタを使用して 23 行目を変更し、以下に示すようにパブリックホスト名をローカル
ホスト名に変更します。

local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)

3. スクリプトを実行して、自己署名証明書を生成します。

sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh

4. スクリプトによって生成される証明書ファイルを /etc/jupyter/conf/ ディレクトリに移動しま
す。:

sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/

tailjupyter.logこのファイルを使用して、 JupyterHub 再起動しており、200 レスポンスコード
を返していることを確認できます。例:

tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log

これで、次のようなレスポンスが返されます。
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# [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at 
 https://:9443/
# 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes 

• プライマリノードの再起動後またはインスタンスコントローラーの再起動後に、Amazon EMR バージョ
ン 5.14.0、5.15.0、または 5.16.0 CloudWatch でメトリクスが収集されず、自動スケーリング機能が使
用できなくなります。この問題は、Amazon EMR 5.17.0 で修正されています。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.23.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-client 2.3.2-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

jupyterhub 0.8.1 Jupyter ノートブックのマルチ
ユーザーサーバー

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.1.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

opencv 3.4.0 オープンソースのコンピュータ
ビジョンライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.194 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.194 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.7 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。
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設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.14.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

container-log4j Hadoop YARN の container-log4j.properties ファイ
ルの値を変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。
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分類 説明

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

jupyter-notebook-conf Jupyter ノートブックの 
jupyter_notebook_config.py ファイルの値を変更し
ます。

jupyter-hub-conf JupyterHubsの jupyterhub_config.py ファイルの値
を変更します。
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分類 説明

jupyter-sparkmagic-conf Sparkmagic の config.json ファイルの値を変更し
ます。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。
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yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.13.1
• アプリケーションバージョン (p. 779)
• リリースノート (p. 780)
• コンポーネントのバージョン (p. 780)
• 設定分類 (p. 784)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.13.1 emr-5.13.0 emr-5.12.3 emr-5.12.2

AWS SDK for Java 1.297 1.11.297 1.11.267 1.11.267

Delta - - - -

Flink 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.4.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.2 1.4.2 1.4.0 1.4.0

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -
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  emr-5.13.1 emr-5.13.0 emr-5.12.3 emr-5.12.2

Hue 4.1.0 4.1.0 4.1.0 4.1.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.194 0.194 0.188 0.188

Spark 2.3.0 2.3.0 2.2.1 2.2.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
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す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.22.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-2 Hive-hbase クライアント。
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hive-metastore-server 2.3.2-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.0.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.194 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.194 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。
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spark-history-server 2.3.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.13.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。
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hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。
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hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。
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pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。
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spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.13.0
• アプリケーションバージョン (p. 788)
• リリースノート (p. 789)
• コンポーネントのバージョン (p. 790)
• 設定分類 (p. 794)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
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アプリケーションバージョン情報

  emr-5.13.0 emr-5.12.3 emr-5.12.2 emr-5.12.1

AWS SDK for Java 1.11.297 1.11.267 1.11.267 1.11.267

Delta - - - -

Flink 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.4.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.2 1.4.0 1.4.0 1.4.0

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.1.0 4.1.0 4.1.0 4.1.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.194 0.188 0.188 0.188

Spark 2.3.0 2.2.1 2.2.1 2.2.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.13.0 に関する情報が含まれています。5.12.0 からの
変更が含まれています。
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アップグレード

• Spark を 2.3.0 にアップグレードしました
• HBase を 1.4.2 にアップグレードしました
• Presto を 0.194 にアップグレードしました
• 1.11.297AWS SDK for Java にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• [Hive]
• HIVE-15436 をバックポートしました。ビューのみを返すように Hive API が拡張されました。

既知の問題

• MXNet には現在 OpenCV ライブラリがありません。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.10.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.22.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。
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コンポーネント バージョン 説明

flink-client 1.4.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

791



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.13.0

コンポーネント バージョン 説明

hbase-region-server 1.4.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-2 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-2 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-2 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-2 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.0.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット
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コンポーネント バージョン 説明

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.194 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.194 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

r 3.4.1 統計的コンピューティング用 R 
プロジェクト

spark-client 2.3.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.3.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.3.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.3.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.13.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。
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分類 説明

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。
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分類 説明

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。
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分類 説明

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.12.3
• アプリケーションバージョン (p. 798)
• リリースノート (p. 799)
• コンポーネントのバージョン (p. 799)
• 設定分類 (p. 803)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.12.3 emr-5.12.2 emr-5.12.1 emr-5.12.0

AWS SDK for Java 1.11.267 1.11.267 1.11.267 1.11.267

Delta - - - -

Flink 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.4.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.4.0

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.8.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.1.0 4.1.0 4.1.0 4.1.0

Iceberg - - - -
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  emr-5.12.3 emr-5.12.2 emr-5.12.1 emr-5.12.0

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.13.0 4.13.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.188 0.188 0.188 0.188

Spark 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.9.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.21.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。
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hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。
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hive-server2 2.3.2-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.0.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.188 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.188 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。
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sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.12.3 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。
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hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。
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httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。
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sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.12.2
• アプリケーションバージョン (p. 807)
• リリースノート (p. 808)
• コンポーネントのバージョン (p. 809)
• 設定分類 (p. 812)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.12.2 emr-5.12.1 emr-5.12.0 emr-5.11.4

AWS SDK for Java 1.11.267 1.11.267 1.11.267 1.11.238

Delta - - - -

Flink 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.3.2
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  emr-5.12.2 emr-5.12.1 emr-5.12.0 emr-5.11.4

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.0 1.4.0 1.4.0 1.3.1

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.7.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.1.0 4.1.0 4.1.0 4.0.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.0.0 1.0.0 1.0.0 0.12.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.13.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.188 0.188 0.188 0.187

Spark 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.12.2 に関する情報が含まれています。5.12.1 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• このリリースでは、潜在的なセキュリティ脆弱性に対処しています。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.9.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.21.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-client 2.8.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.0.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.188 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.188 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.12.2 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。
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分類 説明

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。
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分類 説明

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.12.1
• アプリケーションバージョン (p. 816)
• リリースノート (p. 818)
• コンポーネントのバージョン (p. 818)
• 設定分類 (p. 822)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。
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以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.12.1 emr-5.12.0 emr-5.11.4 emr-5.11.3

AWS SDK for Java 1.11.267 1.11.267 1.11.238 1.11.238

Delta - - - -

Flink 1.4.0 1.4.0 1.3.2 1.3.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.0 1.4.0 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.8.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.1.0 4.1.0 4.0.1 4.0.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.0.0 1.0.0 0.12.0 0.12.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.13.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.188 0.188 0.187 0.187

Spark 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4
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  emr-5.12.1 emr-5.12.0 emr-5.11.4 emr-5.11.3

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.12.1 に関する情報が含まれています。5.12.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 3 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• 潜在的な脆弱性に対処するために、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux 
カーネルを更新しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.9.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。
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コンポーネント バージョン 説明

emrfs 2.21.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.8.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。
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hbase-hmaster 1.4.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.0.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。
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nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.188 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.188 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.12.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。
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分類 説明

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。
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livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。
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zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.12.0
• アプリケーションバージョン (p. 826)
• リリースノート (p. 827)
• コンポーネントのバージョン (p. 828)
• 設定分類 (p. 832)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.12.0 emr-5.11.4 emr-5.11.3 emr-5.11.2

AWS SDK for Java 1.11.267 1.11.238 1.11.238 1.11.238

Delta - - - -

Flink 1.4.0 1.3.2 1.3.2 1.3.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.4.0 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.8.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.1.0 4.0.1 4.0.1 4.0.1

Iceberg - - - -
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  emr-5.12.0 emr-5.11.4 emr-5.11.3 emr-5.11.2

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 1.0.0 0.12.0 0.12.0 0.12.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.13.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.188 0.187 0.187 0.187

Spark 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.12.0 に関する情報が含まれています。5.11.1 からの
変更が含まれています。

アップグレード

• AWS SDK for Java 1.11.238 ⇒ 1.11.267。詳細については、「AWSSDK for Java Change Log on」を参
照してください GitHub。

• Hadoop 2.7.3 ⇒ 2.8.3。詳細については、「Apache Hadoop リリース」を参照してください。
• Flink 1.3.2 ⇒ 1.4.0。詳細については、「Apache Flink 1.4.0 リリースに関するお知らせ」を参照してく

ださい。
• HBase 1.3.1 ⇒ 1.4.0。詳細については、「HBase リリースに関するお知らせ」を参照してください。
• Hue 4.0.1 ⇒ 4.1.0。詳細については、「リリースノート」を参照してください。
• MxNet 0.12.0 ⇒ 1.0.0。詳細については、「MXNet 変更ログオン」を参照してください GitHub。
• Presto 0.187 ⇒ 0.188。詳細については、「リリースノート」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• Hadoop
• yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout プロパティは
yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs に変更され
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ました。このプロパティを使用して、クラスターのスケールダウンをカスタマイズできます。詳細に
ついては、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスターのスケールダウン」を参照してください。

• Hadoop CLI で、直接コピーを指定する -d オプションが cp (copy) コマンドに追加されました。これ
を使用すると、中間の .COPYING ファイルを作成しないようにできるため、Amazon S3 間でのデー
タのコピーが高速になります。詳細については、HADOOP-12384 を参照してください。

• Pig
• Pig 環境プロパティの設定を簡素化する pig-env 構成分類が追加されました。詳細については、「ア

プリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
• Presto

• Presto の presto-connector-redshift 設定ファイルで値を指定するために使用でき
る、redshift.properties 設定分類が追加されました。詳細については、Presto のドキュメント
の「Redshift Connector」、および「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

• EMRFS の Presto サポートが追加されました。これがデフォルト設定です。以前の Amazon EMR リ
リースバージョンでは PrestoS3が使用されておりFileSystem、これが唯一のオプションでした。詳細
については、「EMRFS とFileSystem PrestoS3の設定 (p. 2269)」を参照してください。

Note

Amazon EMR バージョン 5.12.0 を使用して Amazon S3 の基盤となるデータをクエリする
と、Presto エラーが発生することがあります。これは、Presto が emrfs-site.xml から
設定分類値を取得できないためです。回避策として、emrfsusr/lib/presto/plugin/
hive-hadoop2/下にサブディレクトリを作成し、usr/lib/presto/plugin/hive-
hadoop2/emrfs/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml既存のファイル
へのシンボリックリンクを作成してください。次に、presto-server プロセスを再起動します 
(sudo presto-server stopその後に続いてsudo presto-server start)。

• Spark
• 「 BigDecimal SPARK-22036: バックポートされました。

既知の問題

• MXNet には OpenCV ライブラリは含まれていません。
• デフォルトでは R はクラスターノードにインストールされないため、カスタム AMI を使用して作成され

たクラスターで SparkR を使用することはできません。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0.1 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK
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コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.9.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.21.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.4.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.8.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.8.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.8.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.8.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.8.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.8.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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hadoop-mapred 2.8.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.8.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.8.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.8.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.4.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.4.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.4.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.4.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.4.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-1 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-1 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-1 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-1 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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hue-server 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 1.0.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.1.85 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.13.0-HBase-1.4 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.13.0-HBase-1.4 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.188 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.188 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.12.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

832



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.12.0

分類 説明

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-env Pig 環境の値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。
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presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-redshift Presto の redshift.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。
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sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.11.4
• アプリケーションバージョン (p. 836)
• リリースノート (p. 837)
• コンポーネントのバージョン (p. 838)
• 設定分類 (p. 841)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.11.4 emr-5.11.3 emr-5.11.2 emr-5.11.1

AWS SDK for Java 1.11.238 1.11.238 1.11.238 1.11.238

Delta - - - -

Flink 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2
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  emr-5.11.4 emr-5.11.3 emr-5.11.2 emr-5.11.1

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.0.1 4.0.1 4.0.1 4.0.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 0.12.0 0.12.0 0.12.0 0.12.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.187 0.187 0.187 0.187

Spark 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.8.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.20.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-client 2.7.3-amzn-6 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-6 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-6 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-6 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-6 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-6 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-6 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-6 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-6 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-6 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.0.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 0.12.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.0.176 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.187 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.187 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.11.4 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。
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分類 説明

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。
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分類 説明

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.11.3
• アプリケーションバージョン (p. 845)
• リリースノート (p. 847)
• コンポーネントのバージョン (p. 847)
• 設定分類 (p. 850)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。
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• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.11.3 emr-5.11.2 emr-5.11.1 emr-5.11.0

AWS SDK for Java 1.11.238 1.11.238 1.11.238 1.11.238

Delta - - - -

Flink 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2

Hudi - - - -

Hue 4.0.1 4.0.1 4.0.1 4.0.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 0.12.0 0.12.0 0.12.0 0.12.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.187 0.187 0.187 0.187

Spark 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10
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リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.11.3 に関する情報が含まれています。5.11.2 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 7 月 18 日

変更、機能強化、解決した問題

• TCP SACK サービス拒否の問題 (AWS-2019-005) など、重要な Linux カーネルセキュリティ更新を含め
るように、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI を更新しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.8.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.20.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
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コンポーネント バージョン 説明
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-6 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-6 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-6 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-6 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-6 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-6 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-6 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-6 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-6 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-6 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.0.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 0.12.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.0.176 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.187 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.187 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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emr-5.11.3 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。
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分類 説明

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.11.2
• アプリケーションバージョン (p. 855)
• リリースノート (p. 856)
• コンポーネントのバージョン (p. 856)
• 設定分類 (p. 860)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.11.2 emr-5.11.1 emr-5.11.0 emr-5.10.1

AWS SDK for Java 1.11.238 1.11.238 1.11.238 1.11.221

Delta - - - -

Flink 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.1

Hudi - - - -

Hue 4.0.1 4.0.1 4.0.1 4.0.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 0.12.0 0.12.0 0.12.0 0.12.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.187 0.187 0.187 0.187

Spark 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.0
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  emr-5.11.2 emr-5.11.1 emr-5.11.0 emr-5.10.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.11.2 に関する情報が含まれています。5.11.1 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• このリリースでは、潜在的なセキュリティ脆弱性に対処しています。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-s3-dist-cp 2.8.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.20.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-6 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-6 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-6 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-6 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-6 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-6 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-6 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-6 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-6 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-6 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.0.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

mxnet 0.12.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.0.176 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.187 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.187 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.11.2 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

861



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.11.2

分類 説明

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。
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分類 説明

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.11.1
• アプリケーションバージョン (p. 864)
• リリースノート (p. 865)
• コンポーネントのバージョン (p. 865)
• 設定分類 (p. 869)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.11.1 emr-5.11.0 emr-5.10.1 emr-5.10.0

AWS SDK for Java 1.11.238 1.11.238 1.11.221 1.11.221

Delta - - - -

Flink 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.2 2.3.2 2.3.1 2.3.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.2 2.3.2 2.3.1 2.3.1

Hudi - - - -

Hue 4.0.1 4.0.1 4.0.1 4.0.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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http://hive.apache.org/
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https://prestodb.io/
https://spark.apache.org/docs/latest/
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  emr-5.11.1 emr-5.11.0 emr-5.10.1 emr-5.10.0

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 0.12.0 0.12.0 0.12.0 0.12.0

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.187 0.187 0.187 0.187

Spark 2.2.1 2.2.1 2.2.0 2.2.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.3

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.11.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.8.0 リリースからの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 1 月 22 日

変更、機能強化、解決した問題

• 投機的実行 (CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754) に関連する脆弱性に対処するため
に、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux カーネルを更新しました。詳
細については、「http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/」を参照してくださ
い。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
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スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.8.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.20.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-6 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-6 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-6 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-6 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-6 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-6 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-6 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-6 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-6 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-6 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-0 Hive-hbase クライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.0.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 0.12.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.0.176 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.187 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.187 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。
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spark-on-yarn 2.2.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.11.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。
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分類 説明

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します
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分類 説明

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.11.0
• アプリケーションバージョン (p. 873)
• リリースノート (p. 874)
• コンポーネントのバージョン (p. 875)
• 設定分類 (p. 879)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.11.0 emr-5.10.1 emr-5.10.0 emr-5.9.1

AWS SDK for Java 1.11.238 1.11.221 1.11.221 1.11.183
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  emr-5.11.0 emr-5.10.1 emr-5.10.0 emr-5.9.1

Delta - - - -

Flink 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.2 2.3.1 2.3.1 2.3.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.2 2.3.1 2.3.1 2.3.0

Hudi - - - -

Hue 4.0.1 4.0.1 4.0.1 4.0.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 0.12.0 0.12.0 0.12.0 -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.187 0.187 0.187 0.184

Spark 2.2.1 2.2.0 2.2.0 2.2.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.3 0.7.2

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.11.0 に関する情報が含まれています。5.10.0 からの
変更が含まれています。
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アップグレード

• Hive 2.3.2
• Spark 2.2.1
• SDK for Java 1.11.238

新機能

• Spark
• spark.decommissioning.timeout.threshold 設定が追加されました。スポットインスタンス

使用時の Spark 廃棄の動作が向上します。詳細については、「ノード停止の動作設定 (p. 2312)」を
参照してください。

• aws-sagemaker-spark-sdkこのコンポーネントを Spark に追加しました。これにより、Amazon 
SageMaker Spark と Spark SageMaker を統合するための関連する依存関係がインストールされま
す。Amazon SageMaker Spark を使用すると、Amazon SageMaker ステージを使用して Spark 機
械学習 (ML) パイプラインを構築できます。詳細については、Amazon  SageMaker 開発者ガイドの
「SageMaker Spark Readme」 GitHub と「Amazon SageMaker での Apache Spark の使用」を参照
してください。

既知の問題

• MXNet には OpenCV ライブラリは含まれていません。
• Hive 2.3.2 では hive.compute.query.using.stats=true がデフォルト設定になっています。これ

により、クエリではデータが直接ではなく既存の統計から取得されるため、混乱が生じる場合がありま
す。たとえば、hive.compute.query.using.stats=true が設定されたテーブルの LOCATION に
新しいファイルをアップロードした場合、テーブルに対して SELECT COUNT(*) クエリを実行すると、
追加された行がカウントされずに、統計からカウントが返されます。

回避策として、ANALYZE TABLE コマンドを使用して新しい統計を収集する
か、hive.compute.query.using.stats=false を設定します。詳細については、Apache Hive ド
キュメントの「Statistics in Hive」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

aws-sagemaker-spark-sdk 1.0 SageMaker アマゾンスパーク 
SDK
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emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.8.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.20.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-6 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-6 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-6 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-6 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-6 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-6 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-6 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-6 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-6 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-6 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.2-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.2-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.2-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.2-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.2-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.2-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.2-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hue-server 4.0.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 0.12.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.0.176 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.187 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.187 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.11.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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分類 説明

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.10.1
• アプリケーションバージョン (p. 883)
• リリースノート (p. 884)
• コンポーネントのバージョン (p. 884)
• 設定分類 (p. 888)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.10.1 emr-5.10.0 emr-5.9.1 emr-5.9.0

AWS SDK for Java 1.11.221 1.11.221 1.11.183 1.11.183

Delta - - - -

Flink 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.1 2.3.1 2.3.0 2.3.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3
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  emr-5.10.1 emr-5.10.0 emr-5.9.1 emr-5.9.0

Hive 2.3.1 2.3.1 2.3.0 2.3.0

Hudi - - - -

Hue 4.0.1 4.0.1 4.0.1 4.0.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 0.4.0

MXNet 0.12.0 0.12.0 - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.17.0

Presto 0.187 0.187 0.184 0.184

Spark 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.3 0.7.2 0.7.2

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。
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Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.7.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.20.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-5 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-5 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-5 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-5 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-5 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-5 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-5 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-5 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-5 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-5 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。
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hive-metastore-server 2.3.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.0.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 0.12.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.0.176 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.187 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.187 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。
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spark-on-yarn 2.2.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.10.1 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。
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分類 説明

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します
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hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.10.0
• アプリケーションバージョン (p. 892)
• リリースノート (p. 893)
• コンポーネントのバージョン (p. 895)
• 設定分類 (p. 898)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、MXNet、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.10.0 emr-5.9.1 emr-5.9.0 emr-5.8.3

AWS SDK for Java 1.11.221 1.11.183 1.11.183 1.11.160
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  emr-5.10.0 emr-5.9.1 emr-5.9.0 emr-5.8.3

Delta - - - -

Flink 1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.1 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.1 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Hudi - - - -

Hue 4.0.1 4.0.1 4.0.1 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 0.4.0 -

MXNet 0.12.0 - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.17.0 0.16.0

Presto 0.187 0.184 0.184 0.170

Spark 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.3 0.7.2 0.7.2 0.7.2

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR バージョン 5.10.0 リリースに関する情報が含まれていま
す。Amazon EMR 5.9.0 リリースからの変更が含まれています。
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アップグレード

• AWS SDK for Java 1.11.221
• Hive 2.3.1
• Presto 0.187

新機能

• Kerberos 認証のサポートが追加されました。詳しくは、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Kerberos 認
証を使用する」を参照してください。

• EMRFS の IAM ロールのサポートが追加されました。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の
「Amazon S3 への EMRFS リクエストの IAM ロールを設定する」を参照してください。

• GPU ベースの P2 および P3 のインスタンスタイプのサポートが追加されました。詳細については、
「Amazon EC2 P2 インスタンス」および「Amazon EC2 P3 インスタンス」を参照してください。こ
れらのインスタンスタイプには、デフォルトで NVIDIA ドライバー 384.81 および CUDA ドライバー 
9.0.176 がインストールされています。

• Apache MXNet (p. 2127) のサポートが追加されました。

変更、機能強化、解決した問題

• Presto
• デフォルトの Hive メタストアとして AWS Glue Data Catalog が使用できるようになりました。詳細

については、「AWS Glue Data Catalog での Presto の使用」を参照してください。
• 「地理空間機能」のサポートが追加されました。
• 結合で「ディスクに書き出す」ことができるようになりました。
• 「Redshift コネクター」のサポートが追加されました。

• Spark
• 「SPARK-20640」をバックポートしました。これによ

り、spark.shuffle.registration.timeout プロパティおよび
spark.shuffle.registration.maxAttempts プロパティを使用して、rpc タイムアウトや、
シャッフル登録値の再試行回数が設定可能になりました。

• SPARK-21549をバックポートしました。これにより、 OutputFormat HDFS以外の場所にカスタムを
書き込むときに発生するエラーが修正されます。

• 「Hadoop-13270」をバックポートしました。
• Numpy、Scipy、Matplotlib の各ライブラリは、Amazon EMR の基本 AMI から削除されています。アプ

リケーションでこれらのライブラリが必要な場合、アプリケーションリポジトリで使用できるため、
ブートストラップアクションで yum install を使用してすべてのノードにインストールすることがで
きます。

• Amazon EMR の基本 AMI にアプリケーションの RPM パッケージが含まれなくなったため、その RPM 
パッケージはクラスターノードに存在しなくなりました。カスタム AMI と Amazon EMR の基本 AMI 
で、Amazon S3 の RPM パッケージリポジトリを参照できるようになりました。

• Amazon EC2 で 1 秒単位の請求が導入されたため、デフォルトの [スケールダウン動作] は [インスタン
ス時間で削除する] ではなく [タスク完了で削除する] になっています。詳細については、「クラスター
のスケールダウンを設定する」を参照してください。

既知の問題

• MXNet には OpenCV ライブラリは含まれていません。
• Hive 2.3.1 では hive.compute.query.using.stats=true がデフォルト設定になっています。これ

により、クエリではデータが直接ではなく既存の統計から取得されるため、混乱が生じる場合がありま
す。たとえば、hive.compute.query.using.stats=true が設定されたテーブルの LOCATION に

894

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-kerberos.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-kerberos.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-emrfs-iam-role.html
http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/p2/
http://aws.amazon.com/ec2/instance-types/p3/
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/emr-presto.html#emr-presto-glue
https://prestodb.io/docs/current/functions/geospatial.html
https://prestodb.io/docs/current/admin/spill.html
https://prestodb.io/docs/current/connector/redshift.html
https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-20640
https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-21549
https://issues.apache.org/jira/browse/HADOOP-13270
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-scaledown-behavior.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-scaledown-behavior.html


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.10.0

新しいファイルをアップロードした場合、テーブルに対して SELECT COUNT(*) クエリを実行すると、
追加された行がカウントされずに、統計からカウントが返されます。

回避策として、ANALYZE TABLE コマンドを使用して新しい統計を収集する
か、hive.compute.query.using.stats=false を設定します。詳細については、Apache Hive ド
キュメントの「Statistics in Hive」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.7.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.20.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
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コンポーネント バージョン 説明
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-5 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-5 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-5 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-5 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-5 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-5 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-5 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-5 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-5 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-5 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-server 2.3.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.0.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mxnet 0.12.0 フレキシブルかつスケーラブル
で、ディープラーニングにおい
て効率的なライブラリです。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

nvidia-cuda 9.0.176 Nvidia ドライバーと Cuda ツー
ルキット

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.187 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

presto-worker 0.187 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.3 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.10.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。
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分類 説明

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。
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分類 説明

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.9.1
• アプリケーションバージョン (p. 902)
• リリースノート (p. 904)
• コンポーネントのバージョン (p. 904)
• 設定分類 (p. 907)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。
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• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.9.1 emr-5.9.0 emr-5.8.3 emr-5.8.2

AWS SDK for Java 1.11.183 1.11.183 1.11.160 1.11.160

Delta - - - -

Flink 1.3.2 1.3.2 1.3.1 1.3.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Hudi - - - -

Hue 4.0.1 4.0.1 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 0.4.0 - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.17.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.184 0.184 0.170 0.170

Spark 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.2 0.7.2 0.7.2 0.7.2

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10
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リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.7.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.19.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

905



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.9.1

コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-server 2.3.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.0-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.0.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.184 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.184 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。
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コンポーネント バージョン 説明

spark-client 2.2.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.9.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。
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分類 説明

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。
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分類 説明

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

909



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.9.1

分類 説明

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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分類 説明

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.9.0
• アプリケーションバージョン (p. 911)
• リリースノート (p. 913)
• コンポーネントのバージョン (p. 914)
• 設定分類 (p. 917)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Livy、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
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• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.9.0 emr-5.8.3 emr-5.8.2 emr-5.8.1

AWS SDK for Java 1.11.183 1.11.160 1.11.160 1.11.160

Delta - - - -

Flink 1.3.2 1.3.1 1.3.1 1.3.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Hudi - - - -

Hue 4.0.1 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy 0.4.0 - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.17.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.184 0.170 0.170 0.170

Spark 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.2 0.7.2 0.7.2 0.7.2

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10
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リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR バージョン 5.9.0 リリースに関する情報が含まれていま
す。Amazon EMR 5.8.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 10 月 5 日

最新機能更新日: 2017 年 10 月 12 日

アップグレード

• AWS SDK for Java バージョン 1.11.183
• Flink 1.3.2
• Hue 4.0.1
• Pig 0.17.0
• Presto 0.184

新機能

• Livy サポート (バージョン 0.4.0-incubating) を追加しました。詳細については、「Apache 
Livy (p. 2106)」を参照してください。

• Spark の Hue ノートブックのサポートを追加しました。
• i3-シリーズ Amazon EC2 インスタンスのサポートを追加しました (2017 年 10 月 12 日)。

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• 手動のサイズ変更または自動のスケーリングポリシーのリクエストによるノードの終了処理

を、Spark がより適切に行う、新しい機能のセットを追加しました。詳細については、「ノード停止
の動作設定 (p. 2312)」を参照してください。

• ブロック転送サービスの転送時の暗号化には 3DES に代わり SSL を使用します。これにより AES-NI 
で Amazon EC2 インスタンスタイプを使用する場合にパフォーマンスが向上します。

• SPARK-21494 を移植しました。
• Zeppelin

• ZEPPELIN-2377 を移植しました。
• HBase

• HBASE-18533パッチを追加しました。これにより、 BucketCache 構成分類を使用してHBASE構成の
値を追加できます。hbase-site

• Hue
• Hue の Hive クエリエディタでの AWS Glue Data Catalog のサポートを追加しました。
• デフォルトでは、Hue のスーパーユーザーは、Amazon EMR の IAM ロールがアクセスを許可

されているすべてのファイルにアクセスできます。新しく作成されたユーザーには、Amazon 
S3 ファイルブラウザへのアクセス許可は自動的には付与されません。グループに対して
filebrowser.s3_access アクセス許可を有効にする必要があります。

• AWS Glue Data Catalog を使って作成された、基盤となる JSON データがアクセスできなくなる問題を
解決しました。

既知の問題

• すべてのアプリケーションがインストールされ、デフォルトの Amazon EBS ルートボリュームサイズ
が変更されていない場合、クラスターの起動は失敗します。回避策として、AWS CLI から aws emr 
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create-cluster コマンドを使用し、より大きな --ebs-root-volume-size パラメータを指定しま
す。

• Hive 2.3.0 では hive.compute.query.using.stats=true がデフォルト設定になっています。これ
により、クエリではデータが直接ではなく既存の統計から取得されるため、混乱が生じる場合がありま
す。たとえば、hive.compute.query.using.stats=true が設定されたテーブルの LOCATION に
新しいファイルをアップロードした場合、テーブルに対して SELECT COUNT(*) クエリを実行すると、
追加された行がカウントされずに、統計からカウントが返されます。

回避策として、ANALYZE TABLE コマンドを使用して新しい統計を収集する
か、hive.compute.query.using.stats=false を設定します。詳細については、Apache Hive ド
キュメントの「Statistics in Hive」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.7.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.19.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.2 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。
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hcatalog-client 2.3.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.0-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 4.0.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

livy-server 0.4.0-incubating Apache Spark を操作するための 
REST インターフェイス

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.184 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.184 いくつかのクエリを実行する
サービス。
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pig-client 0.17.0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.9.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。
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flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

918



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.9.0

分類 説明

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

livy-conf Livy の livy.conf ファイルの値を変更します。

livy-env Livy 環境の値を変更します。

livy-log4j Livy の log4j.properties の設定を変更します。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。
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phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。
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spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.8.3
• アプリケーションバージョン (p. 921)
• リリースノート (p. 923)
• コンポーネントのバージョン (p. 923)
• 設定分類 (p. 926)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。
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• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.8.3 emr-5.8.2 emr-5.8.1 emr-5.8.0

AWS SDK for Java 1.11.160 1.11.160 1.11.160 1.11.160

Delta - - - -

Flink 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.3.0

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.2.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.2 0.7.2 0.7.2 0.7.2

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10
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リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.6.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.18.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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hcatalog-server 2.3.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.3.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.0-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-1 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。
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spark-history-server 2.2.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.2.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.8.3 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。
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hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。
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hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。
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sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.8.2
• アプリケーションバージョン (p. 930)
• リリースノート (p. 931)
• コンポーネントのバージョン (p. 932)
• 設定分類 (p. 935)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.8.2 emr-5.8.1 emr-5.8.0 emr-5.7.1

AWS SDK for Java 1.11.160 1.11.160 1.11.160 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2
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http://hive.apache.org/
http://gethue.com/
http://mahout.apache.org/
http://oozie.apache.org/
https://phoenix.apache.org/
http://pig.apache.org/
https://prestodb.io/
https://spark.apache.org/docs/latest/
http://sqoop.apache.org/
https://tez.apache.org/
https://zeppelin.incubator.apache.org/
https://zookeeper.apache.org
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  emr-5.8.2 emr-5.8.1 emr-5.8.0 emr-5.7.1

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.3.0 2.3.0 2.3.0 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.2.0 2.2.0 2.2.0 2.1.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.2 0.7.2 0.7.2 0.7.2

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.8.2 に関する情報が含まれています。5.8.1 
からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 3 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• 潜在的な脆弱性に対処するために、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux 
カーネルを更新しました。

931



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.8.2

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.6.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.18.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。
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hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。
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hive-client 2.3.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.0-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-1 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。
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spark-yarn-slave 2.2.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.8.2 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。
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hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します
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httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.8.1
• アプリケーションバージョン (p. 939)
• リリースノート (p. 940)
• コンポーネントのバージョン (p. 941)
• 設定分類 (p. 944)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.8.1 emr-5.8.0 emr-5.7.1 emr-5.7.0

AWS SDK for Java 1.11.160 1.11.160 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.3.1 1.3.1 1.3.0 1.3.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.1

HCatalog 2.3.0 2.3.0 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3
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  emr-5.8.1 emr-5.8.0 emr-5.7.1 emr-5.7.0

Hive 2.3.0 2.3.0 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.11.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.2.0 2.2.0 2.1.1 2.1.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.2 0.7.2 0.7.2 0.7.2

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.8.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.8.0 リリースからの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 1 月 22 日

変更、機能強化、解決した問題

• 投機的実行 (CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754) に関連する脆弱性に対処するため
に、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux カーネルを更新しました。詳
細については、「http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/」を参照してくださ
い。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.6.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.18.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。
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hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。
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hive-client 2.3.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.0-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-1 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。
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spark-yarn-slave 2.2.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.8.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。
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hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します
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httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.8.0
• アプリケーションバージョン (p. 948)
• リリースノート (p. 949)
• コンポーネントのバージョン (p. 951)
• 設定分類 (p. 954)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.8.0 emr-5.7.1 emr-5.7.0 emr-5.6.1

AWS SDK for Java 1.11.160 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.3.1 1.3.0 1.3.0 1.2.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.1 1.3.0

HCatalog 2.3.0 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3
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  emr-5.8.0 emr-5.7.1 emr-5.7.0 emr-5.6.1

Hive 2.3.0 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.11.0 4.9.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.2.0 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.2 0.7.2 0.7.2 0.7.1

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR バージョン 5.8.0 リリースに関する情報が含まれていま
す。Amazon EMR 5.7.0 リリースからの変更が含まれています。

初回リリース日: 2017 年 8 月 10 日

最新機能更新日: 2017 年 9 月 25 日

アップグレード

• AWS SDK 1.11.160
• Flink 1.3.1
• Hive 2.3.0。詳細については、Apache Hive サイトの「リリースノート」を参照してください。
• Spark 2.2.0。詳細については、Apache Spark サイトの「リリースノート」を参照してください。
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新機能

• アプリケーション履歴の表示のサポートを追加しました (2017 年 9 月 25 日)。詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「アプリケーションの履歴を表示する」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• AWS Glue Data Catalog との統合
• Hive および Spark SQL で AWS Glue Data Catalog を Hive メタデータストアとして使用する機

能を追加しました。詳細については、Hive のメタストアとしての AWS Glue Data Catalog の使
用 (p. 1926)およびSpark SQL のメタストアとしての AWS Glue Data Catalog の使用 (p. 2306)を参照
してください。

• クラスター詳細の [Application history] を追加しました。これにより、YARN アプリケーションの履歴
データや、Spark アプリケーションの追加の詳細を表示できます。詳細については、「Amazon EMR 管
理ガイド」の「アプリケーションの履歴を表示する」を参照してください。

• Oozie
• OOZIE-2748 をバックポートしました。

• Hue
• HUE-5859 をバックポートしました。

• HBase
• getMasterInitializedTime を使用して Java Management Extensions (JMX) 経由で HBase マス

ターサーバーの開始時間を公開するパッチを追加しました。
• クラスターの開始時間を改善するパッチを追加しました。

既知の問題

• すべてのアプリケーションがインストールされ、デフォルトの Amazon EBS ルートボリュームサイズ
が変更されていない場合、クラスターの起動は失敗します。回避策として、AWS CLI から aws emr 
create-cluster コマンドを使用し、より大きな --ebs-root-volume-size パラメータを指定しま
す。

• Hive 2.3.0 では hive.compute.query.using.stats=true がデフォルト設定になっています。これ
により、クエリではデータが直接ではなく既存の統計から取得されるため、混乱が生じる場合がありま
す。たとえば、hive.compute.query.using.stats=true が設定されたテーブルの LOCATION に
新しいファイルをアップロードした場合、テーブルに対して SELECT COUNT(*) クエリを実行すると、
追加された行がカウントされずに、統計からカウントが返されます。

回避策として、ANALYZE TABLE コマンドを使用して新しい統計を収集する
か、hive.compute.query.using.stats=false を設定します。詳細については、Apache Hive ド
キュメントの「Statistics in Hive」を参照してください。

• Spark - Spark を使用する場合、apppusher デーモンには、長時間実行されている Spark ジョブで数時間
または数日後に発生する可能性があるファイルハンドラのリークの問題があります。問題を解決するに
は、プライマリノードに接続して入力しますsudo /etc/init.d/apppusher stop。これにより、そ
の apppusher デーモンが停止し、Amazon EMR がこのデーモンを自動的に再起動します。

• アプリケーションの履歴
• Spark のデッドエグゼキュターの履歴データは利用できません。
• アプリケーション履歴は、セキュリティ設定を使用してインフライト暗号化を有効にするクラスター

では利用できません。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.4.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.6.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.18.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。
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hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.3.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.3.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.3.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。
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hive-client 2.3.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.3.0-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.3.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.3.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-1 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.2.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.2.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.2.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。
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spark-yarn-slave 2.2.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.8.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。
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hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します
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httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.7.1
• アプリケーションバージョン (p. 958)
• リリースノート (p. 959)
• コンポーネントのバージョン (p. 959)
• 設定分類 (p. 963)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.7.1 emr-5.7.0 emr-5.6.1 emr-5.6.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.3.0 1.3.0 1.2.1 1.2.1

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.1 1.3.0 1.3.0

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3
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  emr-5.7.1 emr-5.7.0 emr-5.6.1 emr-5.6.0

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.13.0

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.11.0 4.9.0 4.9.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.2 0.7.2 0.7.1 0.7.1

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。
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Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.5.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.18.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.7.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。
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presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.7.0
• アプリケーションバージョン (p. 967)
• リリースノート (p. 968)
• コンポーネントのバージョン (p. 969)
• 設定分類 (p. 972)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.7.0 emr-5.6.1 emr-5.6.0 emr-5.5.4

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.3.0 1.2.1 1.2.1 1.2.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.1 1.3.0 1.3.0 1.3.0

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -
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  emr-5.7.0 emr-5.6.1 emr-5.6.0 emr-5.5.4

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.13.0 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.11.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.2 0.7.1 0.7.1 0.7.1

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.7.0 に関する情報が含まれています。Amazon EMR 5.6.0 リ
リースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 7 月 13 日

アップグレード

• Flink 1.3.0
• Phoenix 4.11.0
• Zeppelin 0.7.2

新機能

• クラスターの作成時に、カスタム Amazon Linux AMI を指定する機能を追加しました。詳細について
は、「カスタム AMI の使用」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• HBase
• HBase のリードレプリカクラスターを設定する機能を追加しました。詳細については、「リードレプ

リカクラスターの使用」を参照してください。
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• 複数のバグ修正と機能強化
• Presto – node.properties を設定する機能を追加しました。
• YARN – container-log4j.properties を設定する機能を追加しました。
• Sqoop – SQOOP-2880 をバックポートしました。Sqoop 一時ディレクトリを設定できる引数が導入され

ています。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.5.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.18.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.3.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
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表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.11.0-HBase-1.3 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.11.0-HBase-1.3 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。
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spark-history-server 2.1.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.7.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。
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hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。
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hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。
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sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.6.1
• アプリケーションバージョン (p. 976)
• リリースノート (p. 977)
• コンポーネントのバージョン (p. 978)
• 設定分類 (p. 981)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.6.1 emr-5.6.0 emr-5.5.4 emr-5.5.3

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.2.1 1.2.1 1.2.0 1.2.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2
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http://gethue.com/
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  emr-5.6.1 emr-5.6.0 emr-5.5.4 emr-5.5.3

HBase 1.3.0 1.3.0 1.3.0 1.3.0

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.13.0 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.1.1 2.1.1 2.1.0 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.1

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.5.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.17.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.2.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.9.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.9.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

spark-yarn-slave 2.1.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.6.1 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。
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hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します
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httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.6.0
• アプリケーションバージョン (p. 985)
• リリースノート (p. 986)
• コンポーネントのバージョン (p. 987)
• 設定分類 (p. 990)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.6.0 emr-5.5.4 emr-5.5.3 emr-5.5.2

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.2.1 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.0 1.3.0 1.3.0 1.3.0

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3
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  emr-5.6.0 emr-5.5.4 emr-5.5.3 emr-5.5.2

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.13.0 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.1.1 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.1

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.6.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.5.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 6 月 5 日

アップグレード

• Flink 1.2.1
• HBase 1.3.1
• Mahout 0.13.0。Amazon EMR バージョン 5.0 以降の Spark 2.x をサポートする最初のバージョンの 

Mahout です。
• Spark 2.1.1
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変更、機能強化、解決した問題

• Presto
• セキュリティ設定を使って転送時の暗号化を有効にして、Presto ノード間で SSL/TLS を使った安全

な通信を有効にする機能が追加されました。詳細については、「伝送時のデータ暗号化」を参照して
ください。

• Presto 7661 をバックポートしました。これにより VERBOSE オプションを EXPLAIN ANALYZE ス
テートメントに追加し、クエリプランについてのより詳細なレポートと低レベルの統計を作成できま
す。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.5.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.17.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.2.1 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。
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ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。
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hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.13.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.9.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.9.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。
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spark-client 2.1.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.6.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

990



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.6.0

分類 説明

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。
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hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-env Presto の presto-env.sh ファイルの値を変更しま
す。

presto-node Presto の node.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.5.4
• アプリケーションバージョン (p. 994)
• リリースノート (p. 995)
• コンポーネントのバージョン (p. 996)
• 設定分類 (p. 999)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.5.4 emr-5.5.3 emr-5.5.2 emr-5.5.1

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75
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  emr-5.5.4 emr-5.5.3 emr-5.5.2 emr-5.5.1

Delta - - - -

Flink 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.0 1.3.0 1.3.0 1.3.0

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.1

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。
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Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.5.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.2.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。
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hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.9.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.9.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。
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spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.5.4 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。
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hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します
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hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.5.3
• アプリケーションバージョン (p. 1003)
• リリースノート (p. 1004)
• コンポーネントのバージョン (p. 1004)
• 設定分類 (p. 1008)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.5.3 emr-5.5.2 emr-5.5.1 emr-5.5.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.0 1.3.0 1.3.0 1.3.0

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3
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  emr-5.5.3 emr-5.5.2 emr-5.5.1 emr-5.5.0

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.12.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.170

Spark 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.1

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.10

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.5.3 に関する情報が含まれています。5.5.2 
からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• このリリースでは、潜在的なセキュリティ脆弱性に対処しています。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
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ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.5.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.2.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.9.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.9.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.5.3 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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分類 説明

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。
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分類 説明

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.5.2
• アプリケーションバージョン (p. 1012)
• リリースノート (p. 1013)
• コンポーネントのバージョン (p. 1013)
• 設定分類 (p. 1017)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.5.2 emr-5.5.1 emr-5.5.0 emr-5.4.1

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.0 1.3.0 1.3.0 1.3.0

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.12.0 3.11.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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  emr-5.5.2 emr-5.5.1 emr-5.5.0 emr-5.4.1

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.170 0.166

Spark 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.1 0.7.1 0.7.1 0.7.0

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.10 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリースバージョン 5.5.2 に関する情報が含まれています。5.5.1 
からの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 3 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• 潜在的な脆弱性に対処するために、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux 
カーネルを更新しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.5.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.2.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.9.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.9.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.5.2 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。
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hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。
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分類 説明

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.5.1
• アプリケーションバージョン (p. 1021)
• リリースノート (p. 1022)
• コンポーネントのバージョン (p. 1022)
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• 設定分類 (p. 1026)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.5.1 emr-5.5.0 emr-5.4.1 emr-5.4.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.2.0

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.0 1.3.0 1.3.0 1.3.0

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.12.0 3.11.0 3.11.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.9.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.170 0.166 0.166
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  emr-5.5.1 emr-5.5.0 emr-5.4.1 emr-5.4.0

Spark 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.1 0.7.1 0.7.0 0.7.0

ZooKeeper 3.4.10 3.4.10 3.4.9 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.5.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.5.0 リリースからの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 1 月 22 日

変更、機能強化、解決した問題

• 投機的実行 (CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754) に関連する脆弱性に対処するため
に、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux カーネルを更新しました。詳
細については、「http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/」を参照してくださ
い。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-s3-dist-cp 2.5.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.2.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

1023



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.5.1

コンポーネント バージョン 説明

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。
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コンポーネント バージョン 説明

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.9.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.9.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。
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設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.5.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。
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分類 説明

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。
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分類 説明

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.5.0
• アプリケーションバージョン (p. 1029)
• リリースノート (p. 1031)
• コンポーネントのバージョン (p. 1032)
• 設定分類 (p. 1035)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。
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Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.5.0 emr-5.4.1 emr-5.4.0 emr-5.3.2

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.2.0 1.2.0 1.2.0 1.1.4

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.0 1.3.0 1.3.0 1.2.3

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.12.0 3.11.0 3.11.0 3.11.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.9.0 4.9.0 4.9.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.170 0.166 0.166 0.157.1

Spark 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.1 0.7.0 0.7.0 0.6.2
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  emr-5.5.0 emr-5.4.1 emr-5.4.0 emr-5.3.2

ZooKeeper 3.4.10 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.5.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.4.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 4 月 26 日

アップグレード

• Hue 3.12
• Presto 0.170
• Zeppelin 0.7.1
• ZooKeeper 3.4.10

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• Spark のパッチ「(SPARK-20115) 外部シャッフルサービスが利用できない場合に、すべての失われた

シャッフルブロックを再計算するように DAGScheduler を修正」を Spark バージョン 2.1.0 にしまし
た。これはこのリリースに含まれています。

• Flink
• Flink は Scala 2.11 で作成されるようになりました。プロジェクトで Scala API とライブラリを使用す

る場合は、Scala 2.11 を使用することをお勧めします。
• HADOOP_CONF_DIR と YARN_CONF_DIR のデフォルトが適切に設定されないため start-
scala-shell.sh が機能しない問題に対応しました。さらに env.hadoop.conf.dir または
env.yarn.conf.dir 設定分類の /etc/flink/conf/flink-conf.yaml と flink-conf を使っ
て、これらの値を設定する機能を追加しました。

• EMR 固有の新しいコマンドで、flink-scala-shell のラッパーとなる start-scala-shell.sh
を追加しました。start-scala-shell に代えて、このコマンドを使用することをお勧めします。新
しいコマンドにより実行が簡素化されます。たとえば、flink-scala-shell -n 2 は、タスクの並
行度 2 で、Flink Scala シェルを開始します。

• EMR 固有の新しいコマンドで、flink-yarn-session のラッパーとなる yarn-session.sh を追
加しました。yarn-session に代えて、このコマンドを使用することをお勧めします。新しいコマン
ドにより実行が簡素化されます。たとえば、flink-yarn-session -d -n 2 は長時間稼働の Flink 
セッションを、デタッチ状態で、2 つのタスクマネージャを使って開始します。

• 「(FLINK-6125) Commons httpclient が Flink 1.2 でシェードされない」の問題に対応しました。
• Presto

• LDAP 認証のサポートが追加されました。Amazon EMR の Presto で LDAP を 使用す
る場合は、Presto コーディネーターの HTTPS アクセスを有効にする必要があります 
(config.properties の http-server.https.enabled=true)。設定の詳細については、Presto 
ドキュメントの「LDAP Authentication」を参照してください。

• SHOW GRANTS のサポートが追加されました。
• Amazon EMR の基本 Linux AMI

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2017.03 に基づいています。詳細については、
「Amazon Linux AMI 2017.03 リリースノート」を参照してください。

• Python 2.6 は Amazon EMR の基本 Linux イメージから削除されました。Python 2.7 と 3.4 がデフォ
ルトでインストールされます。必要な場合には Python 2.6 を手動でインストールできます。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.5.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.16.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.2.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。
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hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.9.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.9.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.170 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.170 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.10 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.10 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.5.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。
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分類 説明

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します
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分類 説明

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。
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presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.4.1
• アプリケーションバージョン (p. 1039)
• リリースノート (p. 1040)
• コンポーネントのバージョン (p. 1040)
• 設定分類 (p. 1044)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.4.1 emr-5.4.0 emr-5.3.2 emr-5.3.1

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.2.0 1.2.0 1.1.4 1.1.4

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.0 1.3.0 1.2.3 1.2.3

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.11.0 3.11.0 3.11.0 3.11.0

Iceberg - - - -
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  emr-5.4.1 emr-5.4.0 emr-5.3.2 emr-5.3.1

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.9.0 4.9.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.166 0.166 0.157.1 0.157.1

Spark 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.0 0.7.0 0.6.2 0.6.2

ZooKeeper 3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.15.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.2.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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hue-server 3.11.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.9.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.9.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.166 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.166 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアントのこと。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.4.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。
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hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。
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presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.4.0
• アプリケーションバージョン (p. 1048)
• リリースノート (p. 1049)
• コンポーネントのバージョン (p. 1049)
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• 設定分類 (p. 1053)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.4.0 emr-5.3.2 emr-5.3.1 emr-5.3.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.2.0 1.1.4 1.1.4 1.1.4

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.3.0 1.2.3 1.2.3 1.2.3

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.1

Hudi - - - -

Hue 3.11.0 3.11.0 3.11.0 3.11.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.3.0

Phoenix 4.9.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.166 0.157.1 0.157.1 0.157.1
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  emr-5.4.0 emr-5.3.2 emr-5.3.1 emr-5.3.0

Spark 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.7.0 0.6.2 0.6.2 0.6.2

ZooKeeper 3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.4.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.3.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 3 月 8 日

アップグレード

• Flink 1.2.0 にアップグレードしました
• HBase 1.3.0　にアップグレードしました
• Phoenix 4.9.0　にアップグレード済み

Note

古いバージョンの Amazon EMR から Amazon EMR バージョン 5.4.0 以降にアップグレードし
て、セカンダリインデックスを使用する場合、Apache Phoenix のドキュメントで説明される
ようにローカルインデックスをアップグレードしてください。Amazon EMR は必要な設定を
hbase-site 分類から削除しますが、インデックスはデータを再入力する必要があります。
インデックスはオンラインとオフラインでアップグレードできます。オンラインのアップグ
レードがデフォルトです。これはバージョン4.8.0以降のPhoenixクライアントで初期する間に
インデックスの値が再設定されることを意味します。オフラインアップグレードを指定するに
は、phoenix.client.localIndexUpgradephoenix-site分類で構成を false に設定し、
次にプライマリノードに SSHpsql [zookeeper] -1 接続して実行します。

• Presto 0.166 にアップグレードしました
• Zeppelin 0.7.0 にアップグレードしました

変更と機能強化

• r4 インスタンスへのサポートを追加済み。「Amazon EC2 インスタンスタイプ」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。
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Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.3.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.15.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.2.0 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.3.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.3.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.3.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.3.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.3.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-hbase 2.1.1-amzn-0 Hive-hbase クライアント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server2 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.11.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.9.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.9.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.166 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.166 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

1052



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.4.0

コンポーネント バージョン 説明

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.7.0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.4.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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分類 説明

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。
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zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.3.2
• アプリケーションバージョン (p. 1057)
• リリースノート (p. 1058)
• コンポーネントのバージョン (p. 1058)
• 設定分類 (p. 1062)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.3.2 emr-5.3.1 emr-5.3.0 emr-5.2.3

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.4 1.1.4 1.1.4 1.1.3

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.11.0 3.11.0 3.11.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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  emr-5.3.2 emr-5.3.1 emr-5.3.0 emr-5.2.3

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.3.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.157.1

Spark 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.0.2

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.2 0.6.2

ZooKeeper 3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.1.4 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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hue-server 3.11.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.3.2 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。
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hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。
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presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.3.1
• アプリケーションバージョン (p. 1066)
• リリースノート (p. 1067)
• コンポーネントのバージョン (p. 1067)
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• 設定分類 (p. 1070)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.3.1 emr-5.3.0 emr-5.2.3 emr-5.2.2

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.4 1.1.4 1.1.3 1.1.3

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

HCatalog 2.1.1 2.1.1 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.1 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.11.0 3.11.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.3.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.157.1
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  emr-5.3.1 emr-5.3.0 emr-5.2.3 emr-5.2.2

Spark 2.1.0 2.1.0 2.0.2 2.0.2

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.2 0.6.2

ZooKeeper 3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.3.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.3.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 2 月 7 日

Zeppelin パッチをバックポートして Amazon EMR のデフォルトの AMI を更新するための小さな変更。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。
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emrfs 2.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.1.4 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。
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hbase-hmaster 1.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.11.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ
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phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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emr-5.3.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。
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hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。
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phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.3.0
• アプリケーションバージョン (p. 1074)
• リリースノート (p. 1076)
• コンポーネントのバージョン (p. 1076)
• 設定分類 (p. 1079)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
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• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.3.0 emr-5.2.3 emr-5.2.2 emr-5.2.1

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.4 1.1.3 1.1.3 1.1.3

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

HCatalog 2.1.1 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.1 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.11.0 3.10.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.3.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.157.1

Spark 2.1.0 2.0.2 2.0.2 2.0.2

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.2 0.6.2

ZooKeeper 3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9
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リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.3.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.2.1 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 1 月 26 日

アップグレード

• Hive 2.1.1 にアップグレードしました
• Hue 3.11.0 にアップグレードしました
• Spark 2.1.0 にアップグレードしました
• Oozie 4.3.0 にアップグレードしました
• Flink 1.1.4 にアップグレードしました

変更と機能強化

• interpreters_shown_on_wheel ファイルでの順序にかかわらず、ノートブックの選択ホイールで最
初に表示するインタープリタを指定する hue.ini 設定を使用できるようにするパッチを Hue に追加し
ました。

• Hive の parquet-logging.properties ファイルで値を設定するために使用できる、hive-
parquet-logging 設定分類を追加しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。
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emrfs 2.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.1.4 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-hmaster 1.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.1-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.1-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.1-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.1-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.1-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.1-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.11.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.3.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.3.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.1.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.1.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.1.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.1.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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emr-5.3.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。
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hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-parquet-logging Hive の parquet-logging.properties ファイルの値を
変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。
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phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.2.3
• アプリケーションバージョン (p. 1083)
• リリースノート (p. 1085)
• コンポーネントのバージョン (p. 1085)
• 設定分類 (p. 1088)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
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• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.2.3 emr-5.2.2 emr-5.2.1 emr-5.2.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

HCatalog 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.10.0 3.10.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.152.3

Spark 2.0.2 2.0.2 2.0.2 2.0.2

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.2 0.6.2

ZooKeeper 3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.8
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リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.13.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.1.3 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。
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hcatalog-server 2.1.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.10.0-amzn-0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.0.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。
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spark-history-server 2.0.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.0.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.0.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.2.3 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。
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hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します
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hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.2.2
• アプリケーションバージョン (p. 1092)
• リリースノート (p. 1093)
• コンポーネントのバージョン (p. 1093)
• 設定分類 (p. 1097)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.2.2 emr-5.2.1 emr-5.2.0 emr-5.1.1

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

HCatalog 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3
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  emr-5.2.2 emr-5.2.1 emr-5.2.0 emr-5.1.1

Hive 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.10.0 3.10.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.157.1 0.157.1 0.152.3 0.152.3

Spark 2.0.2 2.0.2 2.0.2 2.0.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.2 0.6.2

ZooKeeper 3.4.9 3.4.9 3.4.8 3.4.8

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.2.2 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.2.1 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 5 月 2 日

以前のリリースから解決された既知の問題

• SPARK-194459 をしました。char/varchar の列を持つ ORC テーブルからの読み取りが失敗する問題に
対応しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
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は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.13.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.1.3 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。
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hive-metastore-server 2.1.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.10.0-amzn-0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.0.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.0.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.0.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.0.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.2.2 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。
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hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。
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hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 5.2.1
• アプリケーションバージョン (p. 1101)
• リリースノート (p. 1102)
• コンポーネントのバージョン (p. 1103)
• 設定分類 (p. 1106)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.2.1 emr-5.2.0 emr-5.1.1 emr-5.1.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

HCatalog 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.10.0 3.10.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2
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  emr-5.2.1 emr-5.2.0 emr-5.1.1 emr-5.1.0

Oozie 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.157.1 0.152.3 0.152.3 0.152.3

Spark 2.0.2 2.0.2 2.0.1 2.0.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.2 0.6.2

ZooKeeper 3.4.9 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.2.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.2.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 12 月 29 日

アップグレード

• Presto を 0.157.1 にアップグレードしました。詳細については、Presto ドキュメントの「Presto リリー
スノート」を参照してください。

• ZooKeeper を 3.4.9 にアップグレードしました。詳細については、Apache ZooKeeper のドキュメント
の「ZooKeeperリリースノート」を参照してください。

変更と機能強化

• 5.0.0、5.0.3、5.2.0 を除く Amazon EMR バージョン 4.8.3 以降の Amazon EC2 の m4.16xlarge インス
タンスタイプのサポートが追加されました。

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.09 に基づいています。詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/」を参照してください。

• これで、Flink および YARN 設定パスの場所はデフォルトで /etc/default/flink に設定されるた
め、Flink のジョブを起動するために flink または yarn-session.sh ドライバースクリプトを実行す
るときに、環境変数 FLINK_CONF_DIR および HADOOP_CONF_DIR を設定する必要はありません。

• FlinkKinesisConsumer クラスのサポートが追加されました。

以前のリリースから解決された既知の問題

• ReplicationMonitor 大規模なクラスターで同じファイルの複製と削除が競合してスレッドが長時間停止す
ることがある Hadoop の問題を修正しました。

• ジョブのステータスが正常に更新されなかったときに ControlledJob #toString が NULL ポインター例外 
(NPE) で失敗する問題を修正しました。

1102

https://prestodb.io/docs/current/release/release-0.157.1.html
https://prestodb.io/docs/current/release/release-0.157.1.html
https://zookeeper.apache.org/doc/r3.4.9/releasenotes.html
http://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/
http://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.2.1

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.13.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.1.3 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-client 2.1.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.10.0-amzn-0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.0.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.0.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.0.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.0.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

1105



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.2.1

コンポーネント バージョン 説明

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.2.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。
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分類 説明

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。
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zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.2.0
• アプリケーションバージョン (p. 1110)
• リリースノート (p. 1111)
• コンポーネントのバージョン (p. 1112)
• 設定分類 (p. 1115)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.2.0 emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.3 1.1.3 1.1.3 -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.2

HCatalog 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.10.0 3.10.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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  emr-5.2.0 emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.152.3 0.152.3 0.152.3 0.152.3

Spark 2.0.2 2.0.1 2.0.1 2.0.1

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.2 0.6.1

ZooKeeper 3.4.8 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.2.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.1.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 11 月 21 日

変更と機能強化

• HBase の Amazon S3 ストレージモードを追加しました。
• HBase ルートディレクトリの Amazon S3 ロケーションを指定できます。Amazon S3 の HBase の詳細

については、「Amazon S3 の HBase」を参照してください。

アップグレード

• Spark 2.0.2 にアップグレードしました

以前のリリースから解決された既知の問題

• EBS のみのインスタンスタイプで 2 TB に制約されていた /mnt に関する問題を修正。
• 通常の log4j-configured .log ファイルではなく、対応する .out ファイルに出力され、1 時間ごとにロー

テーションされていた、インスタンスコントローラーおよび logpusher ログに関する問題を修正。.out 
ファイルはローテーションしないため、最終的には /emr パーティションがいっぱいになります。この問
題は、ハードウェア仮想マシン (HVM) のインスタンスタイプにのみ影響します。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.12.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.1.3 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-client 2.1.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.10.0-amzn-0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.152.3 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.152.3 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.0.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.0.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.0.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.0.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。
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sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.2.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。
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分類 説明

hbase Apache HBase 用の Amazon EMR-curated 設定。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。
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zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.1.1
• アプリケーションバージョン (p. 1119)
• リリースノート (p. 1120)
• コンポーネントのバージョン (p. 1120)
• 設定分類 (p. 1124)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3 emr-5.0.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.3 1.1.3 - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.2 1.2.2

HCatalog 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.2

Hive 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.10.0 3.10.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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  emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3 emr-5.0.0

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.152.3 0.152.3 0.152.3 0.150

Spark 2.0.1 2.0.1 2.0.1 2.0.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper 3.4.8 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースバージョンと同じ
です。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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emr-ddb 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.11.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.1.3 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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hadoop-mapred 2.7.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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hue-server 3.10.0-amzn-0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.152.3 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.152.3 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.0.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.0.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.0.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.0.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.1.1 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。
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hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。
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mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.1.0
• アプリケーションバージョン (p. 1128)
• リリースノート (p. 1129)
• コンポーネントのバージョン (p. 1129)
• 設定分類 (p. 1133)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Flink、Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3 emr-5.0.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.3 1.1.3 - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.2 1.2.2

HCatalog 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.2

Hive 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.10.0 3.10.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.152.3 0.152.3 0.152.3 0.150

Spark 2.0.1 2.0.1 2.0.1 2.0.0
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  emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3 emr-5.0.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper 3.4.8 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.1.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.0.3 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 11 月 3 日

変更と機能強化

• Flink 1.1.3 のサポートを追加。
• Presto が、Hue のノートブックセクションでオプションとして追加。

アップグレード

• HBase 1.2.3 にアップグレードしました
• Zeppelin 0.6.2 にアップグレードしました

以前のリリースから解決された既知の問題

• 以前の Amazon EMR 4.x バージョンと同じく、ORC ファイルがある Amazon S3 の Tez クエリが実行
されない問題を修正しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.11.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

flink-client 1.1.3 Apache Flink のコマンドライン
クライアント スクリプトとアプ
リケーション。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.3 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.3 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.3 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.3 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.3 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hue-server 3.10.0-amzn-0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.152.3 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.152.3 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.0.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.0.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.0.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.0.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.2 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.1.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

flink-conf flink-conf.yaml の設定を変更します。

flink-log4j Flink log4j.properties の設定を変更します。

flink-log4j-yarn-session Flinkj-yarn-session のログ4のプロパティ設定を変
更してください。

flink-log4j-cli Flink log4j-cli.properties の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。
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分類 説明

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.0.3
• アプリケーションバージョン (p. 1137)
• リリースノート (p. 1138)
• コンポーネントのバージョン (p. 1138)
• 設定分類 (p. 1141)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3 emr-5.0.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.3 1.1.3 - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.2 1.2.2

HCatalog 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.2

Hive 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.10.0 3.10.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.152.3 0.152.3 0.152.3 0.150

Spark 2.0.1 2.0.1 2.0.1 2.0.0
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  emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3 emr-5.0.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper 3.4.8 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.0.3 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.0.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 10 月 24 日

アップグレード

• Hadoop 2.7.3 にアップグレードしました
• Presto 0.152.3 にアップグレードします。このアップグレードには Presto ウェブインターフェイスの

サポートが含まれています。Presto コーディネーターの Presto ウェブインターフェイスには、ポート 
8889 を使用してアクセスできます。Presto ウェブインターフェイスの詳細については、Presto ドキュ
メントの「ウェブインターフェイス」を参照してください。

• Spark 2.0.1 にアップグレードしました
• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.09 に基づいています。詳細については、「http:// 

aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンは、として表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.10.0-amzn-0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.152.3 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.152.3 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.0.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.0.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.0.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.0.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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emr-5.0.3 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。
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分類 説明

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。
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分類 説明

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 5.0.0
• アプリケーションバージョン (p. 1145)
• リリースノート (p. 1146)
• コンポーネントのバージョン (p. 1147)
• 設定分類 (p. 1151)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie、Phoenix、Pig、Presto、Spark、Sqoop、Tez、Zeppelin、ZooKeeper。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3 emr-5.0.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink 1.1.3 1.1.3 - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2
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  emr-5.1.1 emr-5.1.0 emr-5.0.3 emr-5.0.0

HBase 1.2.3 1.2.3 1.2.2 1.2.2

HCatalog 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.2

Hive 2.1.0 2.1.0 2.1.0 2.1.0

Hudi - - - -

Hue 3.10.0 3.10.0 3.10.0 3.10.0

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.16.0 0.16.0 0.16.0 0.16.0

Presto 0.152.3 0.152.3 0.152.3 0.150

Spark 2.0.1 2.0.1 2.0.1 2.0.0

Sqoop 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin 0.6.2 0.6.2 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper 3.4.8 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
リリース日: 2016 年 7 月 27 日

アップグレード

• Hive 2.1 にアップグレードしました
• Presto 0.150 にアップグレードしました
• Spark 2.0 にアップグレードしました
• Hue 3.10.0 にアップグレードしました
• Pig 0.16.0 にアップグレードしました
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• Tez 0.8.4 にアップグレードしました
• Zeppelin 0.6.1 にアップグレードしました

変更と機能強化

• Amazon EMR は Hive (バージョン 2.1)、Pig (バージョン 0.16.0) の最新のオープンソースバージョンを
サポートします。以前に Amazon EMR で Hive または Pig を使用している場合、このことはいくつかの
ユースケースに影響を与える可能性があります。詳細については、「Hive」および「Pig」を参照してく
ださい。

• 現在の Hive および Pig のデフォルト実行エンジンは Tez です。これを変更するには、hive-site およ
び pig-properties のそれぞれの設定分類の適切な値を編集します。

• サービスが原因を識別できる場合にステップ障害の根本原因を表示できるようにするステップ、デバッ
グ機能が追加されました。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「デバッグの詳細ステッ
プ」を参照してください。

• アプリケーションは以前「-Sandbox」で終了しましたが、そのサフィックスはもうありません。たとえ
ば、これらのアプリケーションを使ってクラスターを起動するスクリプトを使用している場合、これに
よってオートメーションが中断する可能性があります。次の表は、Amazon EMR 4.7.2 と Amazon EMR 
5.0.0 のアプリケーション名を示しています。

アプリケーション名変更

Amazon EMR 4.7.2 Amazon EMR 5.0.0

Oozie-Sandbox Oozie

Presto-Sandbox Presto

Sqoop-Sandbox Sqoop

Zeppelin-Sandbox Zeppelin

ZooKeeper-サンドボックス ZooKeeper

• Spark は現在 Scala 2.11 向けにコンパイルされています。
• 現在のデフォルト JVM は Java 8 です。すべてのアプリケーションは Java 8 ランタイムを使用して動

作します。アプリケーションのバイトコードターゲットには変更はありません。ほとんどのアプリケー
ションは、引き続き Java 7 を対象としています。

• Zeppelin には、認証機能が組み込まれています。詳細については、「Zeppelin」を参照してください。
• セキュリティ設定のサポートを追加しました。これにより、暗号化オプションをより簡単に作成、適用

できます。詳細については、「Data Encryption」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンは、として表示されます2.2-amzn-2。
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emr-ddb 4.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.2-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.2-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.2-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.2-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.2-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.2-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.2-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。
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hadoop-yarn-nodemanager 2.7.2-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.2-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.2-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 2.1.0-amzn-0 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 2.1.0-amzn-0 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 2.1.0-amzn-0 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 2.1.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 2.1.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 2.1.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.10.0-amzn-0 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。
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mysql-server 5.5.46 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.150 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.150 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.16.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 2.0.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 2.0.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 2.0.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 2.0.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1-SNAPSHOT インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-5.0.0 の分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

1151



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-5.0.0

分類 説明

hcatalog-webhcat-log4j2 HCatalog WebHCat の log4j2.properties の値を変
更します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-beeline-log4j2 Hive の beeline-log4j2.properties ファイルの値を変
更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j2 Hive の hive-exec-log 4j2.properties ファイルの値
を変更します。

hive-llap-daemon-log4j2 Hive の llap-daemon-log 4j2.properties ファイルの
値を変更します。

hive-log4j2 Hive の hive-log4j2.properties ファイルの値を変更
します。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。
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phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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分類 説明

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-hive-site Spark の hive-site.xml ファイルの値を変更します

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR 4.x リリースバージョン
このセクションでは、各 Amazon EMR 4.x リリースバージョンのアプリケーションバージョン、リリース
ノート、コンポーネントバージョン、および設定分類を示しています。

クラスターを起動するときに、複数のバージョンの Amazon EMR リリースから選択できます。これに
より、互換性の要件に適合するアプリケーションバージョンをテストして使用できます。リリースラベ
ルを使用してリリースバージョンを指定します。リリースラベルの形式は emr-x.x.x. For example,
emr-6.10.0. です

新しい Amazon EMR リリースは、数日間にわたって複数の異なるリージョンで利用可能になります。こ
の期間中、お客様のリージョンで最新のリリースバージョンが利用できない場合があります。

すべての Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョンの包括的な表については、「Amazon 
EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)」を参照してください。

トピック
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
• Amazon EMR 4.x リリースバージョンの違い (p. 1155)
• Amazon EMR リリース 4.9.6 (p. 1179)
• Amazon EMR リリース 4.9.5 (p. 1187)
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• Amazon EMR リリース 4.9.4 (p. 1196)
• Amazon EMR リリース 4.9.3 (p. 1204)
• Amazon EMR リリース 4.9.2 (p. 1213)
• Amazon EMR リリース 4.9.1 (p. 1221)
• Amazon EMR リリース 4.8.5 (p. 1230)
• Amazon EMR リリース 4.8.4 (p. 1239)
• Amazon EMR リリース 4.8.3 (p. 1247)
• Amazon EMR リリース 4.8.2 (p. 1256)
• Amazon EMR リリース 4.8.0 (p. 1265)
• Amazon EMR リリース 4.7.4 (p. 1274)
• Amazon EMR リリース 4.7.2 (p. 1281)
• Amazon EMR リリース 4.7.1 (p. 1290)
• Amazon EMR リリース 4.7.0 (p. 1298)
• Amazon EMR リリース 4.6.0 (p. 1306)
• Amazon EMR リリース 4.5.0 (p. 1314)
• Amazon EMR リリース 4.4.0 (p. 1321)
• Amazon EMR リリース 4.3.0 (p. 1328)
• Amazon EMR リリース 4.2.0 (p. 1335)
• Amazon EMR リリース 4.1.0 (p. 1341)
• Amazon EMR リリース 4.0.0 (p. 1347)

Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバー
ジョン
各 Amazon EMR 4.x リリースで利用可能なアプリケーションバージョンを示した包括的な表については、
ブラウザで「Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン」を開いて確認してください。

Amazon EMR 4.x リリースバージョンの違い
の Amazon EMR 機能のドキュメントAmazon EMR 管理ガイド特定の機能が使用可能になった Amazon 
EMR リリースバージョンを示すとともに、Amazon EMR の機能の違いを 4.0.0 にまでさかのぼって示し
ています。

Amazon EMR リリースバージョン 5.0.0 以降、一部のアプリケーションでは大幅なバージョンアップグ
レードが行われ、インストールまたは操作の詳細が変更されました。また、サンドボックスアプリケー
ションからネイティブアプリケーションに昇格されたものもあります。このセクションの各トピックで
は、Amazon EMR 4.x リリースバージョンを使用する際のアプリケーション特有の大きな違いを説明して
います。

トピック
• サンドボックスアプリケーション (p. 1155)
• Amazon EMR 4.x で Hive を使用するための考慮事項 (p. 1176)
• Amazon EMR 4.x で Pig を使用するための考慮事項 (p. 1177)

サンドボックスアプリケーション
Amazon EMR 4.x リリースバージョンを使用する際、一部のアプリケーションが考慮されます。サンド
ボックスアプリケーション。サンドボックスアプリケーションは、アプリケーションの初期バージョン
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で、需要があったために最初の Amazon EMR リリースの時点で使用可能になりました。コンソールを使
用できます。AWS CLIまたは、API を使用して、Amazon EMR でサンドボックスアプリケーションをネイ
ティブアプリケーションと同様にインストールしますが、サンドボックスアプリケーションはサポートと
ドキュメントが限られています。サンドボックスアプリケーションは、Amazon EMR リリースバージョン 
5.0.0 以降にネイティブの完全にサポートされたアプリケーションとなりました。以下は、Amazon EMR 
4.x リリースバージョンのサンドボックスアプリケーションです。

• Oozie
• Presto
• Sqoop
• Zeppelin
• ZooKeeper

サンドボックスアプリケーションをインストールするときは、アプリケーション名にサフィックス
-sandbox を付けます。たとえば、サンドボックスバージョンの Presto をインストールするに
は、Presto-sandbox を使用します。インストールは、完全にサポートされているアプリケーションの
場合よりも時間がかかります。このセクションで、各アプリケーションのバージョン番号のリストは、コ
ミュニティバージョンのアプリケーションに対応しています。

Oozie (サンドボックス版)
Oozie は、Amazon EMR リリースバージョン 4.1.0 からサンドボックスアプリケーションとして利用可能
になりました。

Oozie のサンプルは、サンドボックスを使用したデフォルトではインストールされません。サンプルをイ
ンストールするため、マスターノードに SSH 接続し、install-oozie-examples を実行します。

Oozie-Sandbox のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Oozie-Sandbox バージョン Oozie-Sandbox とともにインス
トールされるコンポーネント

emr-4.9.9.6 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.9.5 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.9.4 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
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トールされるコンポーネント
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.9.3 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.9.2 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.9.1 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.8.8.5 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server
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emr-4.8.4 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.8.3 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.8.2 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.8.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.7.7.7.7.4 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server
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emr-4.7.2 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.7.1 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.7.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, oozie-
client, oozie-server

emr-4.6.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
oozie-client, oozie-server

emr-4.5.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
oozie-client, oozie-server
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Amazon EMR リリースラベル Oozie-Sandbox バージョン Oozie-Sandbox とともにインス
トールされるコンポーネント

emr-4.4.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
oozie-client, oozie-server

emr-4.3.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
oozie-client, oozie-server

emr-4.2.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
oozie-client, oozie-server

emr-4.1.0 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
oozie-client, oozie-server

Presto (サンドボックス版)

Presto は、Amazon EMR リリースバージョン 4.1.0 からサンドボックスアプリケーションとして利用可能
になりました。

Presto-Sandbox のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Presto-Sandbox バージョン Presto-Sandbox とともにインス
トールされるコンポーネント

emr-4.9.9.6 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
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トールされるコンポーネント
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.9.5 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.9.4 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.9.3 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.9.2 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.9.1 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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トールされるコンポーネント

emr-4.8.8.5 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.8.4 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.8.3 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.8.2 0.152.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.8.0 0.151 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-4.7.7.7.7.4 0.148 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.7.2 0.148 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.7.1 0.147 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.7.0 0.147 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-4.6.0 0.143 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hive-metastore-server, mysql-
server, presto-coordinator, 
presto-worker
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emr-4.5.0 0.140 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hive-metastore-server, mysql-
server, presto-coordinator, 
presto-worker

emr-4.4.0 0.136 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hive-metastore-server, mysql-
server, presto-coordinator, 
presto-worker

emr-4.3.0 0.130 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hive-metastore-server, mysql-
server, presto-coordinator, 
presto-worker

emr-4.2.0 0.125 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hive-metastore-server, mysql-
server, presto-coordinator, 
presto-worker

emr-4.1.0 0.119 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hive-metastore-server, mysql-
server, presto-coordinator, 
presto-worker

Sqoop (サンドボックス版)
Sqoop は、Amazon EMR リリースバージョン 4.4.0 からサンドボックスアプリケーションとして利用可能
になりました。
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Sqoop-Sandbox のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Sqoop-Sandbox バージョン Sqoop-Sandbox とともにインス
トールされるコンポーネント

emr-4.9.9.6 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.9.5 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.9.4 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.9.3 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.9.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.9.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
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hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.8.8.5 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.8.4 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.8.3 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.8.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client
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Amazon EMR リリースラベル Sqoop-Sandbox バージョン Sqoop-Sandbox とともにインス
トールされるコンポーネント

emr-4.8.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.7.7.7.7.4 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.7.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.7.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-4.7.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client
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Amazon EMR リリースラベル Sqoop-Sandbox バージョン Sqoop-Sandbox とともにインス
トールされるコンポーネント

emr-4.6.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
mysql-server, sqoop-client

emr-4.5.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
sqoop-client

emr-4.4.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
sqoop-client

Zeppelin (サンドボックス版)

Zeppelin は、Amazon EMR リリースバージョン 4.1.0 からサンドボックスアプリケーションとして利用可
能になりました。

Zeppelin-Sandbox のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin-Sandbox バージョン Zeppelin-Sandbox でインストー
ルされたコンポーネント

emr-4.9.9.6 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.9.5 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin-Sandbox バージョン Zeppelin-Sandbox でインストー
ルされたコンポーネント
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.9.4 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.9.3 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.9.2 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.9.1 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin-Sandbox バージョン Zeppelin-Sandbox でインストー
ルされたコンポーネント

emr-4.8.8.5 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.8.4 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.8.3 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.8.2 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.8.0 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin-Sandbox バージョン Zeppelin-Sandbox でインストー
ルされたコンポーネント

emr-4.7.7.7.7.4 0.5.6 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.7.2 0.5.6 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.7.1 0.5.6 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.7.0 0.5.6 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-4.6.0 0.5.6 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-
server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin-Sandbox バージョン Zeppelin-Sandbox でインストー
ルされたコンポーネント

emr-4.5.0 0.5.6 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-
server

emr-4.4.0 0.5.6 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-
server

emr-4.3.0 0.5.5.5 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-
server

emr-4.2.0 0.5.5.5 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-
server

emr-4.1.0 0.6.0-スナップショット emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, zeppelin-
server
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ZooKeeper (サンドボックス版)

Zookeeper は、Amazon EMR リリースバージョン 4.6.0 からサンドボックスアプリケーションとして利用
可能になりました。

ZooKeeper-Sandbox のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper-Sandbox バージョン ZooKeeper-Sandbox でインス
トールされたコンポーネント

emr-4.9.9.6 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.9.5 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.9.4 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.9.3 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.9.2 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper-Sandbox バージョン ZooKeeper-Sandbox でインス
トールされたコンポーネント
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.9.1 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.8.8.5 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.8.4 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.8.3 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.8.2 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper-Sandbox バージョン ZooKeeper-Sandbox でインス
トールされたコンポーネント

emr-4.8.0 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.7.7.7.7.4 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.7.2 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.7.1 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.7.0 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper-Sandbox バージョン ZooKeeper-Sandbox でインス
トールされたコンポーネント

emr-4.6.0 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, zookeeper-
client, zookeeper-server

Amazon EMR 4.x で Hive を使用するための考慮事項
このセクションでは、Amazon EMR 4.x リリースバージョンで Hive バージョン 1.0.0 を使用すると
き、Amazon EMR 5.x リリースバージョンで Hive 2.x の使用と比べたときの考慮すべき違いについて説明
します。

ACIDトランザクションはサポートされていません

Amazon EMR 4.x リリースバージョンでの Hive は、4.x リリースバージョン使用時に Amazon S3 に保存
された Hive データとの ACID トランザクションをサポートしていません。Amazon S3 でトランザクショ
ンテーブルを作成しようとすると、例外が発生します。

Amazon S3 のテーブルの読み取りと書き込み

Amazon EMR 4.x リリースバージョンの Hive は、一時ファイルを使用せずに直接 Amazon S3 に書き込む
ことができます。これにより、パフォーマンスは向上しますが、結果として Amazon S3 の同じテーブル
に同じ Hive ステートメントで読み取りと書き込みを行うことができません。回避策は、HDFS に一時テー
ブルを作成して使用することです。

次の例は、複数の Hive ステートメントを使用して Amazon S3 内のテーブルを更新する方法を示していま
す。ステートメントは、HDFS にという名前の一時テーブルを作成します。tmpという名前の Amazon S3 
のテーブルに基づくmy_s3_table。これにより、Amazon S3 のテーブルは一時テーブルの内容で更新さ
れます。

CREATE TEMPORARY TABLE tmp LIKE my_s3_table;
INSERT OVERWRITE TABLE tmp SELECT ....;
INSERT OVERWRITE TABLE my_s3_table SELECT * FROM tmp; 
                 

Log4j vs. Log4j 2

Amazon EMR 4.x リリースバージョンの Hive は Log4j を使用します。バージョン 5.0.0 以降では、Log4j 
2 がデフォルトです。これらのバージョンでは、異なるログ設定が必要になる場合があります。詳細につ
いては、Apache Log4j 2 を参照してください。

MapReduce がデフォルトの実行エンジン

Amazon EMR 4.x リリースバージョンの Hive では、デフォルトの実行エンジンとして MapReduce を使用
します。Amazon EMR バージョン 5.0.0 以降、Tez がデフォルトです。これは、ほとんどのワークフロー
でパフォーマンスを向上させます。
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Hive 認可
Hive on Amazon EMR 4.x リリースバージョンがサポートしていますHive 認可は、EMRFS と Amazon S3 
ではなく HDFS です。Amazon EMR クラスターは、デフォルトで認可が無効な状態で実行されます。

Amazon S3 での Hive ファイルマージ動作
Amazon EMR 4.x リリースバージョンの Hive では、マップのみのジョブの最後で小さいファイ
ルをマージします。hive.merge.mapfilesですtrue。マージは、ジョブの平均出力サイズが
hive.merge.smallfiles.avgsize の設定未満の場合にのみトリガーされます。最終出力パス
が HDFS 内にある場合は、Amazon EMR Hive でも動作はまったく同じです。ただし、出力パスが 
Amazon S3 にある場合、hive.merge.smallfiles.avgsizeパラメータは無視されます。その場
合、hive.merge.mapfiles が true に設定されているとマージタスクが常にトリガされます。

Amazon EMR 4.x で Pig を使用するための考慮事項
Pig バージョン 0.14.0 は、Amazon EMR 4.x リリースバージョンを使用して作成されたクラスターにイン
ストールされます。Pig は、Amazon EMR 5.0.0 でバージョン 0.16.0 にアップグレードされました。大き
な違いは以下で説明します。

異なるデフォルトの実行エンジン
Amazon EMR 4.x リリースバージョンの Pig バージョン 0.14.0 では、デフォルトの実行エンジンとして 
MapReduce を使用します。Pig 0.16.0 以降では、Apache Tez を使用します。exectype=mapreduce 設
定分類で明示的に pig-properties と設定すると、MapReduce を使用できます。

Pig ユーザー定義関数 (UDF) を削除しました
Amazon EMR 4.x リリースバージョンの Pig で使用可能だったカスタム UDF は、Pig 0.16.0 以降は削除さ
れました。ほとんどの UDF には代わりに使用できる同等の関数があります。削除された UDF と同等の関
数のリストを次に示します。詳細については、「」を参照してください。組み込み関数Apache Pig のサイ
トで。

削除された UDF 同等の関数

FORMAT_DT(dtformat, date) GetHour(date), GetMinute(date), GetMonth(date), 
GetSecond(date), GetWeek(date), GetYear(date), 
GetDay(date)

EXTRACT(string, pattern) REGEX_EXTRACT_ALL(string, pattern)

REPLACE(string, pattern, replacement) REPLACE(string, pattern, replacement)

DATE_TIME() ToDate()

DURATION(dt, dt2) WeeksBetween(dt, dt2), YearsBetween(dt, dt2), 
SecondsBetween(dt, dt2), MonthsBetween(dt, dt2), 
MinutesBetween(dt, dt2), HoursBetween(dt, dt2)

EXTRACT_DT(format, date) GetHour(date), GetMinute(date), GetMonth(date), 
GetSecond(date), GetWeek(date), GetYear(date), 
GetDay(date)

OFFSET_DT(date, duration) AddDuration(date, duration), 
SubtractDuration(date, duration)

PERIOD(dt, dt2) WeeksBetween(dt, dt2), YearsBetween(dt, dt2), 
SecondsBetween(dt, dt2), MonthsBetween(dt, dt2), 
MinutesBetween(dt, dt2), HoursBetween(dt, dt2)
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削除された UDF 同等の関数

CAPITALIZE(string) UCFIRST(string)

CONCAT_WITH() CONCAT()

INDEX_OF() INDEXOF()

LAST_INDEX_OF() LAST_INDEXOF()

SPLIT_ON_REGEX() STRSPLT()

UNCAPITALIZE() LCFIRST()

次の UDF は、同等のものなしで削除されました。フォーマット (), ローカル日付 (), ローカル時刻 (), 
中央 (), 左パッド (), リピート (), REPLACE_ONCE (), RIGHT_PAD (), ストリップ (), STRIP_END (), 
STRIP_START (), SWAP_CASE ()

使用停止になった Grunt コマンド

Pig 0.16.0 以降ではいくつかの Grunt コマンドが使用停止されました。次の表に、Pig 0.14.0 の Grunt コ
マンドおよび最新バージョンで適用可能な同等のコマンドを示します。

Pig 0.14.0 と、同等の現在の Grunt コマンド

Pig 0.14.0 Grunt コマンド 0.16.0 以降の Pig Grunt コマンド

cat <non-hdfs-path>) fs -cat <non-hdfs-path>;

cd <non-hdfs-path>; 同等物なし

ls <non-hdfs-path>; fs -ls <non-hdfs-path>;

move <non-hdfs-path> <non-hdfs-path>; fs -mv <non-hdfs-path> <non-hdfs-path>;

copy <non-hdfs-path> <non-hdfs-path>; fs -cp <non-hdfs-path> <non-hdfs-path>;

copyToLocal <non-hdfs-path> <local-path>; fs -copyToLocal <non-hdfs-path> <local-path>;

copyFromLocal <local-path> <non-hdfs-path>; fs -copyFromLocal <local-path> <non-hdfs-path>;

mkdir <non-hdfs-path>; fs -mkdir <non-hdfs-path>;

rm <non-hdfs-path>; fs -rm -r -skipTrash <non-hdfs-path>;

rmf <non-hdfs-path>; fs -rm -r -skipTrash <non-hdfs-path>;

HDFS 以外のホームディレクトリの機能が削除されました

Amazon EMR 4.x リリースバージョンの Pig 0.14.0 には、ユーザー以外のユーザーを許可する 2 つの
メカニズムがあります。hadoopホームディレクトリを持たないユーザーは、Pig スクリプトを実行し
ます。第 1 のメカニズムは、自動フォールバックで、ホームディレクトリが存在しない場合、ルート
ディレクトリに最初の作業ディレクトリを設定します。2 つめは、最初の作業ディレクトリを変更する
pig.initial.fs.name プロパティです。

Amazon EMR バージョン 5.0.0 以降のバージョンでは、これらのメカニズムを使用できないので、ユー
ザーは HDFS 上のホームディレクトリが必要です。これは、hadoop ユーザーには当てはまりません。起
動時にホームディレクトリがプロビジョニングされるからです。command-runner.jar を使用して別の
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ユーザーが明示的に指定されていない限り、スクリプトは、Hadoop ユーザーにデフォルトの Hadoop jar 
ステップを使用して動作します。

Amazon EMR リリース 4.9.6
• アプリケーションバージョン (p. 1179)
• リリースノート (p. 1180)
• コンポーネントのバージョン (p. 1180)
• 設定分類 (p. 1184)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.9.6 emr-4.9.5 emr-4.9.4 emr-4.9.3

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -
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  emr-4.9.6 emr-4.9.5 emr-4.9.4 emr-4.9.3

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.157.1

Spark 1.6.3 1.6.3 1.6.3 1.6.3

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースと同じです。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
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す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.17.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-9 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-9 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-9 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-9 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-9 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-9 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

1182



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-4.9.6

コンポーネント バージョン 説明

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.9.6 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。
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分類 説明

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。
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分類 説明

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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分類 説明

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.9.5
• アプリケーションバージョン (p. 1187)
• リリースノート (p. 1189)
• コンポーネントのバージョン (p. 1189)
• 設定分類 (p. 1192)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
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• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.9.5 emr-4.9.4 emr-4.9.3 emr-4.9.2

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.157.1

Spark 1.6.3 1.6.3 1.6.3 1.6.3

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -
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  emr-4.9.5 emr-4.9.4 emr-4.9.3 emr-4.9.2

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 4.9.5 に関する情報が含まれています。4.9.4 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• HBase
• このリリースでは、潜在的なセキュリティ脆弱性に対処しています。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.17.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-9 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-9 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-9 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-9 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-9 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-9 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

1191



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-4.9.5

コンポーネント バージョン 説明

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.9.5 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。
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分類 説明

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。
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分類 説明

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。
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分類 説明

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.9.4
• アプリケーションバージョン (p. 1196)
• リリースノート (p. 1197)
• コンポーネントのバージョン (p. 1197)
• 設定分類 (p. 1201)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.9.4 emr-4.9.3 emr-4.9.2 emr-4.9.1

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -
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  emr-4.9.4 emr-4.9.3 emr-4.9.2 emr-4.9.1

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.157.1

Spark 1.6.3 1.6.3 1.6.3 1.6.3

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 4.9.4 に関する情報が含まれています。4.9.3 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 3 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• 潜在的な脆弱性に対処するために、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux 
カーネルを更新しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 

1197



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-4.9.4

EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.17.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-9 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-9 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-9 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-9 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-9 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

1199



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-4.9.4

コンポーネント バージョン 説明

hive-server 1.0.0-amzn-9 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.9.4 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。
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分類 説明

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.9.3
• アプリケーションバージョン (p. 1204)
• リリースノート (p. 1206)
• コンポーネントのバージョン (p. 1206)
• 設定分類 (p. 1209)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
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• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.9.3 emr-4.9.2 emr-4.9.1 emr-4.8.5

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.157.1

Spark 1.6.3 1.6.3 1.6.3 1.6.3

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -
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  emr-4.9.3 emr-4.9.2 emr-4.9.1 emr-4.8.5

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.9.3 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.9.2 リリースからの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 1 月 22 日

変更、機能強化、解決した問題

• 投機的実行 (CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754) に関連する脆弱性に対処するため
に、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux カーネルを更新しました。詳
細については、「http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/」を参照してくださ
い。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。
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コンポーネント バージョン 説明

emrfs 2.17.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-9 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-9 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-9 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-9 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-9 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-9 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー
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コンポーネント バージョン 説明

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.9.3 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。
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分類 説明

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します
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分類 説明

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。
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分類 説明

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。
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yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.9.2
• アプリケーションバージョン (p. 1213)
• リリースノート (p. 1214)
• コンポーネントのバージョン (p. 1215)
• 設定分類 (p. 1218)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.9.2 emr-4.9.1 emr-4.8.5 emr-4.8.4

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0
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  emr-4.9.2 emr-4.9.1 emr-4.8.5 emr-4.8.4

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.157.1

Spark 1.6.3 1.6.3 1.6.3 1.6.3

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.9.2 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.9.1 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 7 月 13 日

このリリースでは小さな変更、バグ修正、および機能強化が行われました。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.17.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-9 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-9 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-9 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-9 Hive コマンドラインクライアン
ト。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-9 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-9 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.9.2 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。
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hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。
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oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。
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presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.9.1
• アプリケーションバージョン (p. 1221)
• リリースノート (p. 1223)
• コンポーネントのバージョン (p. 1223)
• 設定分類 (p. 1227)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。
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以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.9.1 emr-4.8.5 emr-4.8.4 emr-4.8.3

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.157.1

Spark 1.6.3 1.6.3 1.6.3 1.6.3

Sqoop - - - -
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  emr-4.9.1 emr-4.8.5 emr-4.8.4 emr-4.8.3

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.9

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.9.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.8.4 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 4 月 10 日

以前のリリースから解決された既知の問題

• HIVE-9976 および HIVE-10106 を移植しました。
• 多数のノード (2,000 以上) やコンテナ (5,000 以上) によって、 out-of-memory エラーが発生することが

ある、YARN"Exception in thread main java.lang.OutOfMemoryError" の問題を修正しま
した。

変更と機能強化

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2017.03 に基づいています。詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/」を参照してください。

• Python 2.6 は Amazon EMR の基本 Linux イメージから削除されました。必要な場合には Python 2.6 を
手動でインストールできます。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.15.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。
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hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-9 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-9 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-9 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-9 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-9 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-9 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。
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mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.9.1 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。
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hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.8.5
• アプリケーションバージョン (p. 1230)
• リリースノート (p. 1232)
• コンポーネントのバージョン (p. 1232)
• 設定分類 (p. 1235)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.8.5 emr-4.8.4 emr-4.8.3 emr-4.8.2

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75
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  emr-4.8.5 emr-4.8.4 emr-4.8.3 emr-4.8.2

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.157.1 0.157.1 0.157.1 0.152.3

Spark 1.6.3 1.6.3 1.6.3 1.6.2

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper - - - -
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  emr-4.8.5 emr-4.8.4 emr-4.8.3 emr-4.8.2

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.9 3.4.9 3.4.9 3.4.8

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースと同じです。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。
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ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。
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hcatalog-client 1.0.0-amzn-8 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-8 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-8 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-8 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-8 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-8 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。
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spark-client 1.6.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.8.5 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。
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hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。
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presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 4.8.4
• アプリケーションバージョン (p. 1239)
• リリースノート (p. 1240)
• コンポーネントのバージョン (p. 1240)
• 設定分類 (p. 1244)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.8.4 emr-4.8.3 emr-4.8.2 emr-4.8.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.2

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.2

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2
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  emr-4.8.4 emr-4.8.3 emr-4.8.2 emr-4.8.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.157.1 0.157.1 0.152.3 0.151

Spark 1.6.3 1.6.3 1.6.2 1.6.2

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.4

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.6.1 0.6.1

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.9 3.4.9 3.4.8 3.4.8

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.8.4 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.8.3 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 2 月 7 日

このリリースでは小さな変更、バグ修正、および機能強化が行われました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.14.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。
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hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-8 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-8 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-8 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-8 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-8 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-8 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。
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mysql-server 5.5.54+ MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.25+ Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.8.4 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。
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hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.8.3
• アプリケーションバージョン (p. 1247)
• リリースノート (p. 1249)
• コンポーネントのバージョン (p. 1249)
• 設定分類 (p. 1253)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.8.3 emr-4.8.2 emr-4.8.0 emr-4.7.4

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75
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  emr-4.8.3 emr-4.8.2 emr-4.8.0 emr-4.7.4

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.2 1.2.1

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.3 2.7.2 2.7.2

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.157.1 0.152.3 0.151 0.148

Spark 1.6.3 1.6.2 1.6.2 1.6.2

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.4 0.8.3

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.6.1 0.5.6

ZooKeeper - - - -
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  emr-4.8.3 emr-4.8.2 emr-4.8.0 emr-4.7.4

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.9 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.8.3 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.8.2 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 12 月 29 日

アップグレード

• Presto を 0.157.1 にアップグレードしました。詳細については、Presto ドキュメントの「Presto リリー
スノート」を参照してください。

• Spark を 1.6.3 にアップグレードしました。詳細については、Apache Spark ドキュメントの「Spark リ
リースノート」を参照してください。

• ZooKeeper 3.4.9 にアップグレードしました。詳細については、Apache ZooKeeper のドキュメントの
「ZooKeeperリリースノート」を参照してください。

変更と機能強化

• 5.0.0、5.0.3、5.2.0 を除く Amazon EMR バージョン 4.8.3 以降の Amazon EC2 の m4.16xlarge インス
タンスタイプのサポートが追加されました。

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.09 に基づいています。詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/」を参照してください。

以前のリリースから解決された既知の問題

• ReplicationMonitor 大規模なクラスターで同じファイルの複製と削除が競合してスレッドが長時間停止す
ることがある Hadoop の問題を修正しました。

• ジョブのステータスが正常に更新されなかったときに ControlledJob #toString が NULL ポインター例外 
(NPE) で失敗する問題を修正しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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emr-ddb 4.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.2.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.13.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。
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hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-1 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-8 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-8 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-8 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-8 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-8 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-8 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。
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mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.157.1 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.157.1 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.3 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.3 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.3 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.3 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.9 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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zookeeper-client 3.4.9 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.8.3 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。
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hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。
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spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.8.2
• アプリケーションバージョン (p. 1256)
• リリースノート (p. 1258)
• コンポーネントのバージョン (p. 1258)
• 設定分類 (p. 1261)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.8.2 emr-4.8.0 emr-4.7.4 emr-4.7.2

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75
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  emr-4.8.2 emr-4.8.0 emr-4.7.4 emr-4.7.2

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.2 1.2.1 1.2.1

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.3 2.7.2 2.7.2 2.7.2

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.2

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.152.3 0.151 0.148 0.148

Spark 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.4 0.8.3 0.8.3

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.6.1 0.5.6 0.5.6

ZooKeeper - - - -
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  emr-4.8.2 emr-4.8.0 emr-4.7.4 emr-4.7.2

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.8 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.8.2 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.8.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 10 月 24 日

アップグレード

• Hadoop 2.7.3 にアップグレードしました
• Presto 0.152.3 にアップグレードします。このアップグレードには Presto ウェブインターフェイスの

サポートが含まれています。Presto コーディネーターの Presto ウェブインターフェイスには、ポート 
8889 を使用してアクセスできます。Presto ウェブインターフェイスの詳細については、Presto ドキュ
メントの「ウェブインターフェイス」を参照してください。

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.09 に基づいています。詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 4.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。
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コンポーネント バージョン 説明

emrfs 2.10.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.3-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.3-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.3-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.3-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.3-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.3-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.3-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.3-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.3-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.3-amzn-0 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-7 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-7 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-7 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-7 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-7 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-7 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.52 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー
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コンポーネント バージョン 説明

presto-coordinator 0.152.3 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.152.3 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.8.2 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。
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分類 説明

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します
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分類 説明

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。
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分類 説明

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。
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分類 説明

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.8.0
• アプリケーションバージョン (p. 1265)
• リリースノート (p. 1266)
• コンポーネントのバージョン (p. 1267)
• 設定分類 (p. 1270)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.8.0 emr-4.7.4 emr-4.7.2 emr-4.7.1

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.2 1.2.1 1.2.1 1.2.1

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.2 2.7.2 2.7.2 2.7.2

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0
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  emr-4.8.0 emr-4.7.4 emr-4.7.2 emr-4.7.1

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.2 0.12.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.151 0.148 0.148 0.147

Spark 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.1

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.4 0.8.3 0.8.3 0.8.3

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.6.1 0.5.6 0.5.6 0.5.6

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.8 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.8.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.7.2 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 9 月 7 日

アップグレード

• HBase 1.2.2 にアップグレードしました
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• Presto-Sandbox 0.151 にアップグレードしました
• Tez 0.8.4 にアップグレードしました
• Zeppelin-Sandbox 0.6.1 にアップグレードしました

変更と機能強化

• インスタンスが終了したために存在しなくなったコンテナをクリーンアップしようとする YARN の問題
を修正しました。 ApplicationMaster

• Oozie の例の Hive2 アクションの hive-server2 URL を修正しました。
• さらに多くの Presto カタログのサポートを追加しました。
• 次のパッチを移植しました:

HIVE-8948、HIVE-12679、HIVE-13405、PHOENIX-3116、HADOOP-12689
• セキュリティ設定のサポートを追加しました。これにより、暗号化オプションをより簡単に作成、適用

できます。詳細については、「Data Encryption」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.9.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.2-amzn-4 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.2-amzn-4 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.2-amzn-4 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.2-amzn-4 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.2-amzn-4 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.2-amzn-4 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.2-amzn-4 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.2-amzn-4 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.2-amzn-4 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.2-amzn-4 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.2 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.2 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.2 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.2 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.2 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-client 1.0.0-amzn-7 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-7 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-7 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-7 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-7 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-7 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.51 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.151 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.151 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。
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コンポーネント バージョン 説明

spark-client 1.6.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.4 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.6.1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.8.0 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hiveserver2-site Hive Server2 の hiveserver2-site.xml ファイルの値
を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。
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分類 説明

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-blackhole Presto の blackhole.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-cassandra Presto の cassandra.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-jmx Presto の jmx.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-kafka Presto の kafka.properties ファイルの値を変更しま
す。
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分類 説明

presto-connector-localfile Presto の localfile.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-mongodb Presto の mongodb.properties ファイルの値を変更
します。

presto-connector-mysql Presto の musql.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-postgresql Presto の postgresql.properties ファイルの値を変
更します。

presto-connector-raptor Presto の raptor.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-redis Presto の redis.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-connector-tpch Presto の tpcj.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 4.7.4
• アプリケーションバージョン (p. 1274)
• リリースノート (p. 1275)
• コンポーネントのバージョン (p. 1275)
• 設定分類 (p. 1279)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.7.4 emr-4.7.2 emr-4.7.1 emr-4.7.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.75

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.1

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.2 2.7.2 2.7.2 2.7.2

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.2 0.12.0 0.12.0
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  emr-4.7.4 emr-4.7.2 emr-4.7.1 emr-4.7.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 4.7.0

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.148 0.148 0.147 0.147

Spark 1.6.2 1.6.2 1.6.1 1.6.1

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.3 0.8.3 0.8.3 0.8.3

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.6 0.5.6 0.5.6 0.5.6

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.8 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
これは、Amazon S3 へのリクエストに関して AWS 署名バージョン 4 認証を追加するためのパッチリリー
スです。アプリケーションとコンポーネントはすべて、以前の Amazon EMR リリースと同じです。

Important

このリリースバージョンでは、Amazon EMR は AWS 署名バージョン 4 を排他的に使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。詳細については、「新機能」を参照してください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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emr-ddb 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.8.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.2-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.2-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.2-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.2-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.2-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.2-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.2-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。
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hadoop-yarn-nodemanager 2.7.2-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.2-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.2-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-6 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-6 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-6 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-6 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-6 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-6 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。
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mysql-server 5.5.46 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.148 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.148 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.3 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.5.6-incubating インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。
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zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.7.4 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。
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hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。
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pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.7.2
• アプリケーションバージョン (p. 1282)
• リリースノート (p. 1283)
• コンポーネントのバージョン (p. 1284)
• 設定分類 (p. 1287)
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アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.7.2 emr-4.7.1 emr-4.7.0 emr-4.6.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.75 1.10.27

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.1 1.2.1 1.2.1 1.2.0

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.2 2.7.2 2.7.2 2.7.2

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.2 0.12.0 0.12.0 0.11.1

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 4.7.0 -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -
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  emr-4.7.2 emr-4.7.1 emr-4.7.0 emr-4.6.0

Presto-Sandbox 0.148 0.147 0.147 0.143

Spark 1.6.2 1.6.1 1.6.1 1.6.1

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.3 0.8.3 0.8.3 -

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.6 0.5.6 0.5.6 0.5.6

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.8 3.4.8 3.4.8 3.4.8

リリースノート
以下のリリースノートには、Amazon EMR 4.7.2 に関する情報が含まれています。

リリース日: 2016 年 7 月 15 日

機能

• Mahout 0.12.2 にアップグレードしました
• Presto 0.148 にアップグレードしました
• Spark 1.6.2 にアップグレードしました
• URI をパラメータとして使用して EMRFS AWSCredentialsProvider で使用するためのを作成できるよう

になりました。詳細については、「EMRFS AWSCredentialsProvider 用の an の作成」を参照してくだ
さい。

• EMRFS では、ユーザーが emrfs-site.xml で fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint プロパ
ティを使用して、整合性のあるビューのメタデータのカスタム DynamoDB エンドポイントを設定でき
るようになりました。

• /usr/bin に spark-example というスクリプトを追加しました。これにより /usr/lib/spark/
spark/bin/run-example をラップし、例を直接実行できます。 SparkPi たとえば、Spark ディスト
リビューションに付属するサンプルを実行するには、spark-example SparkPi 100コマンドライン
から実行するか、APIcommand-runner.jar のステップとして使用します。

以前のリリースから解決された既知の問題

• Oozie で、Spark もインストールされたときに spark-assembly.jar が正しい場所にないため
に、Oozie で Spark アプリケーションを起動できなくなる問題を解決しました。

• YARN コンテナで Spark Log4j ベースのログインに関する問題を修正しました。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.1.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.8.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.2-amzn-3 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.2-amzn-3 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.2-amzn-3 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ
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hadoop-hdfs-namenode 2.7.2-amzn-3 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.2-amzn-3 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.2-amzn-3 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.2-amzn-3 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.2-amzn-3 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.2-amzn-3 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.2-amzn-3 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-6 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-6 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-6 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-6 Hive コマンドラインクライアン
ト。
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hive-metastore-server 1.0.0-amzn-6 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-6 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.2 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.46 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.148 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.148 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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tez-on-yarn 0.8.3 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.23 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.5.6-incubating インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.7.2 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hadoop-ssl-server Hadoop ssl のサーバー設定を変更します。

hadoop-ssl-client Hadoop ssl のクライアント設定を変更します。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。
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hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。
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oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

1289



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-4.7.1

分類 説明

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.7.1
• アプリケーションバージョン (p. 1290)
• リリースノート (p. 1291)
• コンポーネントのバージョン (p. 1292)
• 設定分類 (p. 1295)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.7.1 emr-4.7.0 emr-4.6.0 emr-4.5.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.75 1.10.27 1.10.27

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.1 1.2.1 1.2.0 -

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.2 2.7.2 2.7.2 2.7.2

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -
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  emr-4.7.1 emr-4.7.0 emr-4.6.0 emr-4.5.0

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.0 0.12.0 0.11.1 0.11.1

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 4.7.0 - -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.147 0.147 0.143 0.140

Spark 1.6.1 1.6.1 1.6.1 1.6.1

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.3 0.8.3 - -

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.6 0.5.6 0.5.6 0.5.6

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.8 3.4.8 3.4.8 -

リリースノート
以下のリリースノートには、Amazon EMR 4.7.1 に関する情報が含まれています。

リリース日: 2016 年 6 月 10 日

以前のリリースから解決された既知の問題

• プライベートサブネットを持つ VPC で起動されたクラスターの起動時間が長くなる問題を修正しまし
た。このバグの影響があったのは、Amazon EMR 4.7.0 リリースで起動されたクラスターのみです。

• Amazon EMR 4.7.0 リリースで起動されたクラスターに対する Amazon EMR でのファイルのリスト処
理が不適切であった問題を修正しました。
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コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.7.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.2-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.2-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.2-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-hdfs-namenode 2.7.2-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.2-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.2-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.2-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.2-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.2-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.2-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-5 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-5 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-5 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-5 Hive コマンドラインクライアン
ト。
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hive-metastore-server 1.0.0-amzn-5 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-5 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.46 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.147 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.147 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。
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tez-on-yarn 0.8.3 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.18 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.5.6-incubating インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.7.1 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。
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hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。
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分類 説明

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。
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Amazon EMR リリース 4.7.0
• アプリケーションバージョン (p. 1298)
• リリースノート (p. 1299)
• コンポーネントのバージョン (p. 1300)
• 設定分類 (p. 1303)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Phoenix、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Tez、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.7.0 emr-4.6.0 emr-4.5.0 emr-4.4.0

AWS SDK for Java 1.10.75 1.10.27 1.10.27 1.10.27

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.1 1.2.0 - -

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hadoop 2.7.2 2.7.2 2.7.2 2.7.1

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.12.0 0.11.1 0.11.1 0.11.1
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  emr-4.7.0 emr-4.6.0 emr-4.5.0 emr-4.4.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix 4.7.0 - - -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.147 0.143 0.140 0.136

Spark 1.6.1 1.6.1 1.6.1 1.6.0

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 1.4.6

TensorFlow - - - -

Tez 0.8.3 - - -

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.6 0.5.6 0.5.6 0.5.6

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.8 3.4.8 - -

リリースノート
Important

Amazon EMR 4.7.0 は廃止されています。代わりに Amazon EMR 4.7.1 以降を使用してくださ
い。

リリース日: 2016 年 6 月 2 日

機能

• Apache Phoenix 4.7.0 を追加しました
• Apache Tez 0.8.3 を追加しました
• HBase 1.2.1 にアップグレードしました
• Mahout 0.12.0 にアップグレードしました
• Presto 0.147 にアップグレードしました
• AWS SDK for Java が 1.10.75 にアップグレード
• ユーザーがローカルモードで Pig を実行できるようにするため、最終的なフラグが
mapreduce.cluster.local.dir の mapred-site.xml プロパティから削除されました。

• Amazon Redshift JDBC ドライバーがクラスターで利用可能

Amazon Redshift JDBC ドライバーが /usr/share/aws/redshift/jdbc に含まれました。/usr/
share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar は JDBC 4.1 互換の Amazon Redshift ドラ

1299



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
emr-4.7.0

イバー、/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar は JDBC 4.0 互換の Amazon 
Redshift ドライバーです。詳細については、Amazon Redshift 管理ガイドの「JDBC 接続の設定」を参
照してください。

• Java 8

Presto を除き、OpenJDK 1.7 はすべてのアプリケーションに使用されるデフォルトの JDK です。ただ
し、OpenJDK 1.7 と 1.8 の両方がインストールされています。アプリケーションの JAVA_HOME を設定
する方法については、「Java 8 を使用したアプリケーションの設定」を参照してください。

以前のリリースから解決された既知の問題

• emr-4.6.0 で Amazon EMR 用のスループット最適化 HDD (st1) EBS ボリュームで著しくパフォーマンス
に影響を与えていたカーネルの問題を修正しました。

• アプリケーションとして Hadoop を選択せずに HDFS 暗号化ゾーンを指定した場合にクラスターが失敗
する問題を修正しました。

• デフォルトの HDFS 書き込みポリシーを RoundRobin から
AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy に変更しました。 RoundRobin一部のボリュームが構成で
適切に使用されなかったため、コアノードに障害が発生し、HDFSの信頼性が低下しました。

• 整合性のあるビューを実現するためにデフォルトの DynamoDB メタデータテーブルを作成するとき
に、例外が発生する原因となっていた EMRFS CLI に関する問題を修正しました。

• マルチパートの名前の変更およびコピーオペレーション中に発生する可能性のあった、EMRFS のデッ
ドロックの問題を修正しました。

• CopyPart デフォルトのサイズが 5 MB になる原因となっていた EMRFS の問題を修正しました。現在で
は、デフォルト値は 128 MB で適切に設定されます。

• サービスを停止できなくなる可能性のある、Zeppelin upstart 設定の問題を修正しました。
• s3a:// がそれぞれのクラスパスで適切にロードされていないために、/usr/lib/hadoop/hadoop-
aws.jar URI スキームを使用できなくなる Spark および Zeppelin の問題を修正しました。

• HUE-2484 を移植しました。
• HBase ブラウザサンプルでの問題を修正するため、Hue 3.9.0 (JIRA が存在しない) から commit を移植

しました。
• HIVE-9073 を移植しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-goodies 2.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クタ。

emr-s3-dist-cp 2.4.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.7.1 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.2-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.2-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.2-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.2-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.2-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.2-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.2-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.2-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.2-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-yarn-timeline-server 2.7.2-amzn-2 YARN アプリケーションの現在
の情報と履歴情報を取得するた
めのサービス。

hbase-hmaster 1.2.1 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.1 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.1 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.1 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.1 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-5 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-5 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-5 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-5 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-5 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-5 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-7 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.12.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5.46 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

phoenix-library 4.7.0-HBase-1.2 サーバーとクライアントの 
Phoenix ライブラリ

phoenix-query-server 4.7.0-HBase-1.2 JDBC のアクセス、プロトコルの
バッファ、および Avatica API へ
の JSON 形式のアクセスを提供
するし軽量サーバー

presto-coordinator 0.147 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.147 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

tez-on-yarn 0.8.3 tez YARN アプリケーションおよ
びライブラリ。

webserver 2.4.18 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.5.6-incubating インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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emr-4.7.0 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します
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分類 説明

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

phoenix-hbase-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-hbase.properties ファ
イルの値を変更します。

phoenix-hbase-site Phoenix の hbase-site.xml ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-log4j Phoenix の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

phoenix-metrics Phoenix の hadoop-metrics2-phoenix.properties 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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分類 説明

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

tez-site Tez の tez-site.xml ファイルの値を変更します。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.6.0
• アプリケーションバージョン (p. 1306)
• リリースノート (p. 1308)
• コンポーネントのバージョン (p. 1309)
• 設定分類 (p. 1312)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HBase、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Zeppelin-Sandbox、ZooKeeper-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
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• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.6.0 emr-4.5.0 emr-4.4.0 emr-4.3.0

AWS SDK for Java 1.10.27 1.10.27 1.10.27 1.10.27

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.7.2

HBase 1.2.0 - - -

HCatalog 1.0.0 1.0.0 1.0.0 -

Hadoop 2.7.2 2.7.2 2.7.1 2.7.1

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.11.1 0.11.1 0.11.1 0.11.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix - - - -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.143 0.140 0.136 0.130

Spark 1.6.1 1.6.1 1.6.0 1.6.0

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 1.4.6 -

TensorFlow - - - -

Tez - - - -

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -
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  emr-4.6.0 emr-4.5.0 emr-4.4.0 emr-4.3.0

Zeppelin-Sandbox 0.5.6 0.5.6 0.5.6 0.5.5

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

3.4.8 - - -

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.6.0 リリースに関する情報が含まれています。

• HBase 1.2.0 を追加しました
• Zookeeper-Sandbox 3.4.8 を追加しました
• Presto-Sandbox 0.143 にアップグレードしました
• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.03.0 に基づいています。詳細については、「http:// 

aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/」を参照してください。
• スループット最適化 HDD (st1) EBS ボリュームタイプに影響を及ぼす問題

Linux カーネルバージョン 4.2 以降の問題は、EMR 用のスループット最適化 HDD (st1) EBS ボリューム
のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。このリリース (emr-4.6.0) ではカーネルバージョン 4.4.5 
を使用するため、影響を受けます。したがって、st1 EBS ボリュームを使用する場合、emr-4.6.0 を使用
しないことをお勧めします。emr-4.5.0 以前の Amazon EMR リリースと st1 であれば、影響を受けずに
使用できます。これに加えて、将来のリリースで修正が提供されます。

• Python のデフォルト値

現在、Python 3.4 がデフォルトでインストールされますが、Python 2.7 はシステムデフォルトのままで
す。いずれかのブートストラップアクションを使用して Python 3.4 をシステムデフォルトとして設定で
きます。設定 API を使用して PYSPARK_PYTHON/usr/bin/python3.4spark-env エクスポートを
分類に設定すると、が使用する Python PySpark のバージョンに影響します。

• Java 8

Presto を除き、OpenJDK 1.7 はすべてのアプリケーションに使用されるデフォルトの JDK です。ただ
し、OpenJDK 1.7 と 1.8 の両方がインストールされています。アプリケーションの JAVA_HOME を設定
する方法については、「Java 8 を使用したアプリケーションの設定」を参照してください。

以前のリリースから解決された既知の問題

• アプリケーションのプロビジョニングが、生成されたパスワードが原因でランダムに失敗する問題を修
正しました。

• 以前は、mysqld がすべてのノードにインストールされました。現在では、選択されたアプリケーショ
ンにコンポーネントとして mysql-server が含まれている場合のみ、マスターインスタンスのみにイ
ンストールされます。現在、HCatalog、Hive、Hue、Presto-Sandbox、および Sqoop-Sandbox の各ア
プリケーションに、mysql-server コンポーネントが含まれています。

• yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores をデフォルトの 32 から 80 に変更しました。こ
れにより、コアインスタンスタイプが、YARN vcores が 32 より高く設定されているいくつかのラージ
インスタンスタイプのいずれかであるクラスターで、maximizeResourceAllocation オプションを
使用中に Spark で主に発生する、emr-4.4.0 での問題が修正されました。この問題の影響を受けていた
のは、c4.8xlarge、cc2.8xlarge、hs1.8xlarge、i2.8xlarge、m2.4xlarge、r3.8xlarge、d2.8xlarge、または 
m4.10xlarge です。

• 現在では s3-dist-cp はすべての Amazon S3 候補に EMRFS を使用し、一時 HDFS ディレクトリにはス
テージングしません。
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• クライアント側の暗号化のマルチパートアップロードの例外処理に関する問題を修正しました。
• ユーザーが Amazon S3 ストレージクラスを変更できるようにするオプションを追加しました。デフォ

ルトでは、この設定は STANDARD です。emrfs-site 設定の分類設定は fs.s3.storageClass で、
指定できる値は STANDARD、STANDARD_IA、REDUCED_REDUNDANCY です。ストレージクラスの詳細
については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「ストレージクラス」を参照して
ください。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.3.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.6.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-client 2.7.2-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.2-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.2-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.2-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.2-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.2-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.2-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.2-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.2-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hbase-hmaster 1.2.0 リージョンの調整および管理コ
マンドの実行を行う HBase クラ
スター用のサービス。

hbase-region-server 1.2.0 1 つ以上の HBase リージョンに
対応するサービス。

hbase-client 1.2.0 HBase コマンドラインクライア
ント。

hbase-rest-server 1.2.0 HBase の RESTful HTTP エンド
ポイントを提供するサービス。

hbase-thrift-server 1.2.0 HBase に Thrift エンドポイント
を提供するサービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-4 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-4 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-4 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。
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コンポーネント バージョン 説明

hive-client 1.0.0-amzn-4 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-4 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-4 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-6 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.11.1 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

presto-coordinator 0.143 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.143 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

webserver 2.4 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.5.6-incubating インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。
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コンポーネント バージョン 説明

zookeeper-server 3.4.8 設定情報を維持し、名前を付
け、分散化された同期を提供
し、グループサービスを提供す
る一元化されたサービス。

zookeeper-client 3.4.8 ZooKeeper コマンドラインクラ
イアント

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.6.0 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hbase-env HBase の環境の値を変更します。

hbase-log4j HBase の hbase-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hbase-metrics HBase の hadoop-metrics2-hbaase.properties ファ
イルの値を変更します。

hbase-policy HBase の hbase-policy.xml ファイルの値を変更し
ます。

hbase-site HBase の hbase-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。
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分類 説明

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

zookeeper-config ZooKeeperの zoo.cfg ファイルの値を変更します。

zookeeper-log4j ZooKeeperの log4j.properties ファイルの値を変更
します。

Amazon EMR リリース 4.5.0
• アプリケーションバージョン (p. 1314)
• リリースノート (p. 1316)
• コンポーネントのバージョン (p. 1316)
• 設定分類 (p. 1319)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Zeppelin-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。
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• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.5.0 emr-4.4.0 emr-4.3.0 emr-4.2.0

AWS SDK for Java 1.10.27 1.10.27 1.10.27 1.10.27

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.7.2 3.6.0

HBase - - - -

HCatalog 1.0.0 1.0.0 - -

Hadoop 2.7.2 2.7.1 2.7.1 2.6.0

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.11.1 0.11.1 0.11.0 0.11.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.2.0

Phoenix - - - -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.140 0.136 0.130 0.125

Spark 1.6.1 1.6.0 1.6.0 1.5.2

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 1.4.6 - -

TensorFlow - - - -

Tez - - - -
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  emr-4.5.0 emr-4.4.0 emr-4.3.0 emr-4.2.0

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.6 0.5.6 0.5.5 0.5.5

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

- - - -

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.5.0 リリースに関する情報が含まれています。

リリース日: 2016 年 4 月 4 日

機能

• Spark 1.6.1 にアップグレードしました
• Hadoop 2.7.2 にアップグレードしました
• Presto 0.140 にアップグレードしました
• Amazon S3 サーバー側の暗号化のための AWS KMS のサポートを追加しました。

以前のリリースから解決された既知の問題

• ノードが再起動された後に MySQL および Apache サーバーが起動しない問題を修正しました。
• Amazon S3 に保存されているパーティション分割されていないテーブルで IMPORT が正しく機能しな

い問題を修正しました。
• Hive テーブルに書き込むときに、ステージングディレクトリが /mnt/tmp ではなく /tmp であることが

要求される Presto の問題を修正しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-goodies 2.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.2.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.5.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.2-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.2-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.2-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.2-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.2-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.2-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.2-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.2-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.2-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hcatalog-client 1.0.0-amzn-4 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-4 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-4 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-4 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-4 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-4 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-5 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.11.1 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

presto-coordinator 0.140 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.140 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。
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コンポーネント バージョン 説明

spark-on-yarn 1.6.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

webserver 2.4 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.5.6-incubating インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.5.0 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。
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分類 説明

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。
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分類 説明

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

Amazon EMR リリース 4.4.0
• アプリケーションバージョン (p. 1321)
• リリースノート (p. 1323)
• コンポーネントのバージョン (p. 1324)
• 設定分類 (p. 1326)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、HCatalog、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-
Sandbox、Spark、Sqoop-Sandbox、Zeppelin-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.4.0 emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0

AWS SDK for Java 1.10.27 1.10.27 1.10.27 利用不可

Delta - - - -
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  emr-4.4.0 emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.7.2 3.6.0 -

HBase - - - -

HCatalog 1.0.0 - - -

Hadoop 2.7.1 2.7.1 2.6.0 2.6.0

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 3.7.1

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.11.1 0.11.0 0.11.0 0.11.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.2.0 4.0.1

Phoenix - - - -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.136 0.130 0.125 0.119

Spark 1.6.0 1.6.0 1.5.2 1.5.0

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox 1.4.6 - - -

TensorFlow - - - -

Tez - - - -

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.6 0.5.5 0.5.5 0.6.0-SNAPSHOT

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

- - - -
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リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.4.0 リリースに関する情報が含まれています。

リリース日: 2016 年 3 月 14 日

機能

• HCatalog 1.0.0 を追加しました
• Sqoop-Sandbox 1.4.6 を追加しました
• Presto 0.136 にアップグレードしました
• Zeppelin 0.5.6 にアップグレードしました
• Mahout 0.11.1 にアップグレードしました
• デフォルトで dynamicResourceAllocation を有効にしました。
• リリースのすべての設定分類の表を追加しました。詳細については、「アプリケーションの設定」の設

定分類の表を参照してください。

以前のリリースから解決された既知の問題

• maximizeResourceAllocationこの設定では YARN ApplicationMaster デーモン用に十分なメモリが
確保されないという問題を修正しました。

• カスタム DNS で発生した問題を修正しました。resolve.conf のエントリが、提供されたカスタムエ
ントリよりも前に指定されている場合、そのカスタムエントリは解決されません。この動作は、デフォ
ルトの VPC ネームサーバーが resolve.conf のトップエントリとして挿入された VPC のクラスター
によって影響を受けました。

• デフォルトの Python がバージョン 2.7 に移行した場合に、そのバージョンに対して boto がインストー
ルされなかった問題を修正しました。

• YARN コンテナと Spark アプリケーションが独自の Ganglia ラウンドロビンデータベース (rrd) ファイ
ルを生成し、それによりインスタンスにアタッチされた最初のディスクがいっぱいになる問題を修正し
ました。この修正によって、YARN コンテナレベルのメトリクスが無効になり、Spark アプリケーショ
ンレベルのメトリクスが無効になりました。

• ログプッシャーですべての空のログフォルダーが削除される問題を修正しました。この問題により、ロ
グプッシャーは user の空の /var/log/hive フォルダを削除したため、Hive CLI はログを記録できま
せんでした。

• パーティション分割に影響し、インポート中にエラーを発生させた、Hive のインポートに影響を与える
問題を修正しました。

• EMRFS と s3-dist-cp が、ピリオドを含むバケット名を適切に処理しなかった問題を修正しました。
• EMRFS の動作を変更し、バージョニングが有効なバケットで、_$folder$ マーカーファイルが連続し

て作成されないようにしました。これにより、バージョニングが有効なバケットでパフォーマンスが向
上する可能性があります。

• クライアント側の暗号化が有効になっている場合を除き、インストラクションファイ
ルを使用しないよう EMRFS の動作を変更しました。クライアント側の暗号化を使
用中にインストラクションファイルを削除する場合は、emrfs-site.xml プロパティの
fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled を true に設定できます。

• YARN ログの集計を変更し、集計先でログを 2 日間保持するようにしました。デフォルトの送信先は
クラスターの HDFS ストレージです。この期間を変更する場合は、クラスターの作成時に yarn.log-
aggregation.retain-seconds 設定分類を使用して yarn-site の値を変更します。これまでどお
り、クラスターの作成時は、log-uri パラメータを使用して、Amazon S3 にアプリケーションログを
保存できます。
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適用されたパッチ

• HIVE-9655
• HIVE-9183
• HADOOP-12810

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.2.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.4.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。
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コンポーネント バージョン 説明

hadoop-client 2.7.1-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.1-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.1-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.1-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.1-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.1-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.1-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.1-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.1-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hcatalog-client 1.0.0-amzn-3 hcatalog-server を操作するため
の 'hcat' コマンドラインクライア
ント。

hcatalog-server 1.0.0-amzn-3 分散アプリケーション用のテー
ブルおよびストレージ管理レイ
ヤーである HCatalog を提供する
サービス。

hcatalog-webhcat-server 1.0.0-amzn-3 HCatalog に REST インターフェ
イスを提供する HTTP エンドポ
イント。

hive-client 1.0.0-amzn-3 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-3 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-3 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-5 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション
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コンポーネント バージョン 説明

mahout-client 0.11.1 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

presto-coordinator 0.136 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.136 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

sqoop-client 1.4.6 Apache Sqoop コマンドラインク
ライアント。

webserver 2.4 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.5.6-incubating インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.4.0 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。
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分類 説明

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hcatalog-env HCatalog 環境の値を変更します。

hcatalog-server-jndi HCatalog の jndi.properties の値を変更します。

hcatalog-server-proto-hive-site proto-hive-siteHCatalogの.xmlの値を変更します。

hcatalog-webhcat-env HCatalog WebHCat 環境の値を変更します。

hcatalog-webhcat-log4j HCatalog WebHCat の log4j.properties の値を変更
します。

hcatalog-webhcat-site HCatalog WebHCat の webhcat-site.xml ファイル
の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。
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分類 説明

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

sqoop-env Sqoop の環境の値を変更します。

sqoop-oraoop-site Sqoop OraOop の oraoop-site.xml ファイルの値を
変更します

sqoop-site Sqoop の sqoop-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

Amazon EMR リリース 4.3.0
• アプリケーションバージョン (p. 1329)
• リリースノート (p. 1330)
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• コンポーネントのバージョン (p. 1331)
• 設定分類 (p. 1333)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Zeppelin-
Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0 emr-4.0.0

AWS SDK for Java 1.10.27 1.10.27 利用不可 利用不可

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.6.0 - -

HBase - - - -

HCatalog - - - -

Hadoop 2.7.1 2.6.0 2.6.0 2.6.0

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 -

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.11.0 0.11.0 0.11.0 0.10.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.0.1 -
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  emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0 emr-4.0.0

Phoenix - - - -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.130 0.125 0.119 -

Spark 1.6.0 1.5.2 1.5.0 1.4.1

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox - - - -

TensorFlow - - - -

Tez - - - -

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.5 0.5.5 0.6.0-SNAPSHOT -

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

- - - -

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.3.0 リリースに関する情報が含まれています。

リリース日: 2016 年 1 月 19 日

機能

• Hadoop 2.7.1 にアップグレードしました
• Spark 1.6.0 にアップグレードしました
• Ganglia を 3.7.2 にアップグレードしました
• Presto を 0.130 にアップグレードしました
• Amazon EMR を true に設定すると、spark.dynamicAllocation.enabled にいくつかの変更が加え

られていました。デフォルトでは false です。true に設定すると、maximizeResourceAllocation 設
定で定義されているデフォルト設定に影響を与えます。
• spark.dynamicAllocation.enabled を true に設定した場合、spark.executor.instances

は maximizeResourceAllocation によって設定されません。
• spark.driver.memory 設定は、spark.executors.memory 設定と同様に、クラスター内のイン

スタンスタイプに基づいて定義されます。ただし、Spark ドライバーアプリケーションは、マスター
インスタンスまたはいずれかのコアインスタンスで（たとえば、YARN クライアントモードとクラス
ターモードのそれぞれで）実行されるため、spark.driver.memory 設定は、これらの 2 つのイン
スタンスグループ間で、小さい方のインスタンスのインスタンスタイプに基づいて定義されます。

• spark.default.parallelism 設定は、YARN コンテナに使用可能な CPU コアの数の 2 倍に定義
されます。以前のリリースでは、半分の値に定義されていました。

• Spark YARN プロセス用に予約されるメモリオーバーヘッドの計算精度が上がったため、Spark に使
用可能なメモリの合計量 (spark.executor.memory) がわずかに増えました。
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以前のリリースから解決された既知の問題

• 現在、YARN ログの集計はデフォルトで有効になります。
• YARN ログの集計が有効な場合に、クラスターの Amazon S3 ログバケットにログがプッシュされない

問題を修正しました。
• YARN コンテナサイズは、すべてのノードタイプで新たに最低 32 になりました。
• 大規模なクラスターのプライマリノードで過剰なディスク I/O が発生する Ganglia の問題を修正しまし

た。
• クラスターのシャットダウン時に Amazon S3 にアプリケーションログがプッシュされない問題を修正

しました。
• 特定のコマンドを失敗させる EMRFS CLI の問題を修正しました。
• Zeppelin SparkContext で基礎となる依存関係が読み込まれない問題を修正しました。
• インスタンスの追加を試みるサイズ変更の発行によって発生する問題を修正しました。
• CREATE TABLE AS SELECT が Amazon S3 への過剰なリスト呼び出しを行う Hive の問題を修正しま

した。
• Hue、Oozie、および Ganglia がインストールされていると、大規模なクラスターが適切にプロビジョニ

ングされない問題を修正しました。
• エラーで失敗した場合でもゼロ終了コードを返す s3-dist-cp の問題を修正しました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.1.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.3.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。
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コンポーネント バージョン 説明

ganglia-monitor 3.7.2 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.7.2 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.7.1 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.7.1-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.7.1-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.7.1-amzn-0 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.7.1-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.7.1-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.7.1-amzn-0 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.7.1-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.7.1-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.7.1-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hive-client 1.0.0-amzn-2 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-2 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-2 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。
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コンポーネント バージョン 説明

hue-server 3.7.1-amzn-5 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.11.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

presto-coordinator 0.130 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.130 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.6.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.6.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.6.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.6.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

webserver 2.4 Apache HTTP サーバー。

zeppelin-server 0.5.5-incubating-amzn-1 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.3.0 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。
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分類 説明

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。
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分類 説明

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

Amazon EMR リリース 4.2.0
• アプリケーションバージョン (p. 1335)
• リリースノート (p. 1337)
• コンポーネントのバージョン (p. 1337)
• 設定分類 (p. 1340)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Ganglia、Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Zeppelin-
Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)
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アプリケーションバージョン情報

  emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0 emr-4.0.0

AWS SDK for Java 1.10.27 1.10.27 利用不可 利用不可

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.6.0 - -

HBase - - - -

HCatalog - - - -

Hadoop 2.7.1 2.6.0 2.6.0 2.6.0

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 -

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.11.0 0.11.0 0.11.0 0.10.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.0.1 -

Phoenix - - - -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.130 0.125 0.119 -

Spark 1.6.0 1.5.2 1.5.0 1.4.1

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox - - - -

TensorFlow - - - -

Tez - - - -

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.5 0.5.5 0.6.0-SNAPSHOT -
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  emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0 emr-4.0.0

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

- - - -

リリースノート
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.2.0 リリースに関する情報が含まれています。

リリース日: 2015 年 11 月 18 日

機能

• Ganglia のサポートを追加しました
• Spark 1.5.2 にアップグレードしました
• Presto 0.125 にアップグレードしました
• Oozie を 4.2.0 にアップグレードしました
• Zeppelin を 0.5.5 にアップグレードしました
• AWS SDK for Java が 1.10.27 にアップグレード

以前のリリースから解決された既知の問題

• デフォルトのメタデータテーブル名を使用しない EMRFS CLI の問題を修正しました。
• Amazon S3 で ORC-backed テーブルを使用するときに発生した問題を修正しました。
• Spark 設定で Python バージョンが一致しない問題を修正しました。
• VPC のクラスターでの DNS の問題により、YARN ノードのステータスが報告されない問題を修正しま

した。
• YARN がノードを廃棄することが原因でアプリケーションがハングしたり、新しいアプリケーションを

予定できなくなったりする問題を修正しました。
• クラスターが TIMED_OUT_STARTING というステータスで終了するときに発生する問題を修正しまし

た。
• EMRFS Scala 依存関係を他のビルドに含める場合に発生する問題を修正しました。Scala 依存関係が削

除されました。

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。
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emr-ddb 3.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.0.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.2.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

ganglia-monitor 3.6.0 Ganglia モニタリングエー
ジェントとともに埋め込まれ
た、Hadoop エコシステムアプリ
ケーション用 Ganglia エージェ
ント。

ganglia-metadata-collector 3.6.0 Ganglia モニタリングエージェ
ントからメトリクスを集計する 
Ganglia メタデータコレクター。

ganglia-web 3.5.10 Ganglia メタデータコレクターに
よって収集されたメトリクスを
表示するウェブアプリケーショ
ン。

hadoop-client 2.6.0-amzn-2 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.6.0-amzn-2 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.6.0-amzn-2 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.6.0-amzn-2 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.6.0-amzn-2 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.6.0-amzn-2 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.6.0-amzn-2 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。
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hadoop-yarn-nodemanager 2.6.0-amzn-2 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.6.0-amzn-2 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hive-client 1.0.0-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-5 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.11.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5 MySQL データベースサーバー。

oozie-client 4.2.0 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.2.0 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

presto-coordinator 0.125 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.125 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.5.2 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.5.2 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.5.2 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.5.2 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

webserver 2.4 Apache HTTP サーバー。
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zeppelin-server 0.5.5-incubating-amzn-0 インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.2.0 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。
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hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

presto-connector-hive Presto の hive.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark-metrics Spark の metrics.properties ファイルの値を変更し
ます。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

Amazon EMR リリース 4.1.0
• アプリケーションバージョン (p. 1342)
• リリースノート (p. 1343)
• コンポーネントのバージョン (p. 1343)
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• 設定分類 (p. 1345)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Hadoop、Hive、Hue、Mahout、Oozie-Sandbox、Pig、Presto-Sandbox、Spark、Zeppelin-Sandbox。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0 emr-4.0.0

AWS SDK for Java 1.10.27 1.10.27 利用不可 利用不可

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.6.0 - -

HBase - - - -

HCatalog - - - -

Hadoop 2.7.1 2.6.0 2.6.0 2.6.0

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 -

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.11.0 0.11.0 0.11.0 0.10.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.0.1 -

Phoenix - - - -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0
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  emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0 emr-4.0.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.130 0.125 0.119 -

Spark 1.6.0 1.5.2 1.5.0 1.4.1

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox - - - -

TensorFlow - - - -

Tez - - - -

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.5 0.5.5 0.6.0-SNAPSHOT -

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

- - - -

リリースノート

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。
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コンポーネント バージョン 説明

emr-s3-dist-cp 2.0.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.1.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

hadoop-client 2.6.0-amzn-1 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.6.0-amzn-1 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-library 2.6.0-amzn-1 HDFS コマンドラインクライア
ントとライブラリ

hadoop-hdfs-namenode 2.6.0-amzn-1 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.6.0-amzn-1 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-kms-server 2.6.0-amzn-1 Hadoop の KeyProvider API に基
づく暗号化キー管理サーバー。

hadoop-mapred 2.6.0-amzn-1 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.6.0-amzn-1 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.6.0-amzn-1 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hive-client 1.0.0-amzn-1 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-1 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-1 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

hue-server 3.7.1-amzn-4 Hadoop エコシステムアプリケー
ションを使用してデータを分析
するウェブアプリケーション

mahout-client 0.11.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5 MySQL データベースサーバー。
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コンポーネント バージョン 説明

oozie-client 4.0.1 Oozie コマンドラインクライアン
ト。

oozie-server 4.0.1 Oozie ワークフローリクエストを
受け入れるサービス。

presto-coordinator 0.119 presto-worker 間でクエリを受け
入れ、クエリの実行を管理する
サービス。

presto-worker 0.119 いくつかのクエリを実行する
サービス。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.5.0 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.5.0 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.5.0 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.5.0 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

zeppelin-server 0.6.0-incubating-SNAPSHOT インタラクティブなデータ分析
を可能にするウェブベースの
ノートブック。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.1.0 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。
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分類 説明

hdfs-encryption-zones HDFS 暗号化ゾーンを設定します。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

hue-ini Hue の ini ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-acls Hadoop の kms-acls.xml ファイルの値を変更しま
す。

hadoop-kms-env Hadoop KMS 環境の値を変更します。

hadoop-kms-log4j Hadoop の kms-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

hadoop-kms-site Hadoop の kms-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

oozie-env Oozie の環境の値を変更します。

oozie-log4j Oozie の oozie-log4j.properties ファイルの値を変
更します。

oozie-site Oozie の oozie-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-log Presto の log.properties ファイルの値を変更しま
す。

presto-config Presto の config.properties ファイルの値を変更し
ます。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。
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分類 説明

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

zeppelin-env Zeppelin 環境の値を変更します。

Amazon EMR リリース 4.0.0
• アプリケーションバージョン (p. 1347)
• リリースノート (p. 1348)
• コンポーネントのバージョン (p. 1348)
• 設定分類 (p. 1350)

アプリケーションバージョン
このリリースでは、次のアプリケーションがサポートされています:
Hadoop、Hive、Mahout、Pig、Spark。

以下の表は、Amazon EMR のこのリリースで利用可能なアプリケーションバージョンと、前の 3 つの 
Amazon EMR リリース (該当する場合) で利用可能なアプリケーションバージョンを示しています。

Amazon EMR の各リリースのアプリケーションバージョンの包括的な履歴については、以下のトピックを
参照してください。

• Amazon EMR 6.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 2)
• Amazon EMR 5.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 270)
• Amazon EMR 4.x リリースのアプリケーションバージョン (p. 1155)

アプリケーションバージョン情報

  emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0 emr-4.0.0

AWS SDK for Java 1.10.27 1.10.27 利用不可 利用不可

Delta - - - -

Flink - - - -

Ganglia 3.7.2 3.6.0 - -

HBase - - - -

HCatalog - - - -
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  emr-4.3.0 emr-4.2.0 emr-4.1.0 emr-4.0.0

Hadoop 2.7.1 2.6.0 2.6.0 2.6.0

Hive 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0

Hudi - - - -

Hue 3.7.1 3.7.1 3.7.1 -

Iceberg - - - -

JupyterEnterpriseGateway- - - -

JupyterHub - - - -

Livy - - - -

MXNet - - - -

Mahout 0.11.0 0.11.0 0.11.0 0.10.0

Oozie - - - -

Oozie-Sandbox 4.2.0 4.2.0 4.0.1 -

Phoenix - - - -

Pig 0.14.0 0.14.0 0.14.0 0.14.0

Presto - - - -

Presto-Sandbox 0.130 0.125 0.119 -

Spark 1.6.0 1.5.2 1.5.0 1.4.1

Sqoop - - - -

Sqoop-Sandbox - - - -

TensorFlow - - - -

Tez - - - -

Trino (PrestoSQL) - - - -

Zeppelin - - - -

Zeppelin-Sandbox 0.5.5 0.5.5 0.6.0-SNAPSHOT -

ZooKeeper - - - -

ZooKeeper-
Sandbox

- - - -

リリースノート

コンポーネントのバージョン
このリリースで Amazon EMR がインストールするコンポーネントを以下に示します。そのうちいくつか
は、ビッグデータアプリケーションパッケージの一部としてインストールされます。その他は Amazon 
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EMR に固有であり、システムプロセスと機能に対してインストールされます。これらは通常、emr また
は aws で開始されます。通常、最新の Amazon EMR リリースのビッグデータアプリケーションパッケー
ジは、コミュニティにある最新バージョンです。コミュニティリリースは、できるだけ早く Amazon EMR 
で入手可能になるようにしています。

Amazon EMR の一部のコンポーネントは、コミュニティバージョンとは異なります。これらのコン
ポーネントには、CommunityVersion-amzn-EmrVersion の形式のバージョンラベルがありま
す。EmrVersion は 0 から始まります。例えば、バージョン 2.2myapp-component というオープンソー
スコミュニティコンポーネントが、異なる Amazon EMR リリースに組み込むために 3 回変更された場
合、そのリリースバージョンはとして表示されます2.2-amzn-2。

コンポーネント バージョン 説明

emr-ddb 3.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon DynamoDB 
コネクター。

emr-goodies 2.0.0 Hadoop エコシステムに役立つ追
加のライブラリ。

emr-kinesis 3.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon Kinesis コネ
クター。

emr-s3-dist-cp 2.0.0 Amazon S3 に最適化された分散
コピーアプリケーション。

emrfs 2.0.0 Hadoop エコシステムアプリケー
ション用の Amazon S3 コネク
タ。

hadoop-client 2.6.0-amzn-0 'hdfs'、'hadoop'、'yarn' などの 
Hadoop コマンドラインクライア
ント。

hadoop-hdfs-datanode 2.6.0-amzn-0 ブロックを保存する HDFS ノー
ドレベルのサービス。

hadoop-hdfs-namenode 2.6.0-amzn-0 ファイル名を追跡し、場所をブ
ロックする HDFS サービス。

hadoop-httpfs-server 2.6.0-amzn-0 HDFS オペレーションの HTTP 
エンドポイント。

hadoop-mapred 2.6.0-amzn-0 MapReduce MapReduce アプリ
ケーションを実行するための実
行エンジンライブラリ。

hadoop-yarn-nodemanager 2.6.0-amzn-0 個別のノードでコンテナを管理
する YARN サービス。

hadoop-yarn-resourcemanager 2.6.0-amzn-0 クラスターリソースおよび分散
アプリケーションを割り当て、
管理する YARN サービス。

hive-client 1.0.0-amzn-0 Hive コマンドラインクライアン
ト。

hive-metastore-server 1.0.0-amzn-0 Hadoop オペレーションの SQL 
用のメタデータを保存するセマ
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コンポーネント バージョン 説明
ンティックレポジトリである 
Hive メタストアにアクセスする
ためのサービス。

hive-server 1.0.0-amzn-0 Hive クエリをウェブリクエスト
として受け入れるサービス。

mahout-client 0.10.0 機械学習用のライブラリ。

mysql-server 5.5 MySQL データベースサーバー。

pig-client 0.14.0-amzn-0 Pig コマンドラインクライアン
ト。

spark-client 1.4.1 Spark コマンドラインクライアン
ト。

spark-history-server 1.4.1 完了した Spark アプリケーショ
ンの有効期間にログに記録され
たイベントを表示するウェブ 
UI。

spark-on-yarn 1.4.1 YARN のメモリ内実行エンジ
ン。

spark-yarn-slave 1.4.1 YARN スレーブで必要な Apache 
Spark ライブラリ。

設定分類
設定分類を使用すると、アプリケーションをカスタマイズできます。これらは多くの場合、hive-
site.xml などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

emr-4.0.0 分類

分類 説明

capacity-scheduler Hadoop の capacity-scheduler.xml ファイルの値を
変更します。

core-site Hadoop の core-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

emrfs-site EMRFS の設定を変更します。

hadoop-env Hadoop のすべてのコンポーネントに対する 
Hadoop 環境の値を変更します。

hadoop-log4j Hadoop の log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hdfs-site HDFS の hdfs-site.xml の値を変更します。

hive-env Hive 環境の値を変更します。
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分類 説明

hive-exec-log4j Hive の hive-exec-log 4j.properties ファイルの値を
変更します。

hive-log4j Hive の hive-log4j.properties ファイルの値を変更し
ます。

hive-site Hive の hive-site.xml ファイルの値を変更します

httpfs-env HTTPFS 環境の値を変更します。

httpfs-site Hadoop の httpfs-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

mapred-env MapReduce アプリケーション環境の値を変更しま
す。

mapred-site MapReduce アプリケーションの mapred-site.xml 
ファイルの値を変更します。

pig-properties Pig の pig.properties ファイルの値を変更します。

pig-log4j Pig の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

spark Apache Spark 用の Amazon EMR-curated 設定。

spark-defaults Spark の spark-defaults.conf ファイルの値を変更
します。

spark-env Spark 環境の値を変更します。

spark-log4j Spark の log4j.properties ファイルの値を変更しま
す。

yarn-env YARN 環境の値を変更します。

yarn-site YARN の yarn-site.xml ファイルの値を変更しま
す。

Amazon EMR 2.x および 3.x AMI バージョン
Note

このトピックは、廃止された Amazon EMR の置き換えとなるものです。

Amazon EMR 2.x および 3.x リリースは、AMI バージョンと呼ばれ、互換性の理由からそれらを必要とす
る既存のソリューションで利用できます。これらのリリースバージョンで、新しいクラスターまたは新し
いソリューションを作成することはお勧めしません。これらには、新しいリリースの機能がなく、古いア
プリケーションパッケージが含まれています。

最新の Amazon EMR リリースバージョンを使用してソリューションを構築することをお勧めします。

2.x および 3.x シリーズのリリースバージョンと最新の Amazon EMR リリースバージョンの違いの範囲は
重要です。これらの相違点は、クラスターの作成方法や設定方法から、クラスターのアプリケーションの
ポートとディレクトリの構造まで、多岐にわたります。
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このセクションでは、Amazon EMR の最も重要な相違点と、特定のアプリケーションの設定と管理の違い
について説明します。包括的ではありません。2.x または 3.x シリーズでクラスターを作成して使用する
と、このセクションで説明されていない相違点が発生することがあります。

トピック
• Amazon EMR の以前の AMI バージョンでクラスターを作成する (p. 1352)
• Amazon EMR の以前の AMI のバージョンを使用したアプリケーションのインストール (p. 1353)
• Amazon EMR の以前の AMI バージョンによるクラスターおよびアプリケーション設定のカスタマイ

ズ (p. 1354)
• Amazon EMR の以前の AMI バージョンの Hive アプリケーションの仕様。 (p. 1358)
• Amazon EMR の以前の AMI バージョンの HBase アプリケーションの仕様 (p. 1365)
• Amazon EMR の以前の AMI バージョンの Pig アプリケーションの仕様。 (p. 1373)
• Amazon EMR の以前の AMI バージョンの Spark アプリケーションの仕様。 (p. 1377)
• Amazon EMR の以前の AMI バージョンと S3DistCp ユーティリティの相違点 (p. 1379)

Amazon EMR の以前の AMI バージョンでクラスター
を作成する
Amazon EMR 2.x および 3.x リリースは AMI バージョンによって参照されます。Amazon EMR リリース 
4.0.0 以降では、リリースは emr-5.11.0 などのリリースラベルを使用してリリースバージョンによって
参照されます。この変更は、AWS CLI またはプログラムを使用してクラスターを作成するときに最も明ら
かになります。

AWS CLI を使用して AMI リリースバージョンでクラスターを作成する場合は、--ami-version 
3.11.0 などの --ami-version オプションを使用します。Amazon EMR 4.0.0 以降で導入された多くの
オプション、機能、およびアプリケーションは、--ami-version を指定すると利用できません。詳細に
ついては、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「create-cluster」を参照してください。

次の AWS CLI コマンドの例では、AMI バージョンを使用してクラスターを起動します。
Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,\
InstanceType=m3.xlarge InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,\
InstanceType=m3.xlarge --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/
configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]

プログラムでは、すべての Amazon EMR リリースバージョンが EMR API でクラスターを作成する
RunJobFlowRequest アクションを使用します。次の Java コード例では、AMI リリースバージョン 
3.11.0 を使用してクラスターを作成します。

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest() 
   .withName("AmiVersion Cluster") 
   .withAmiVersion("3.11.0") 
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig() 
    .withEc2KeyName("myKeyPair") 
    .withInstanceCount(1) 
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    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true) 
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge") 
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");

次の RunJobFlowRequest 呼び出しには、代わりにリリースラベルを使用します。

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest() 
   .withName("ReleaseLabel Cluster") 
   .withReleaseLabel("emr-5.36.0") 
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig() 
    .withEc2KeyName("myKeyPair") 
    .withInstanceCount(1) 
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true) 
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge") 
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge");

クラスターサイズの設定
クラスターの実行時、Hadoop は、データを処理するときに必要だったマッパータスクとリデューサータ
スクの数を確認します。クラスターが大きければ、リソースを効率的に使用し、処理時間を短縮するため
に、タスクの数は多くなるはずです。通常、EMR クラスターのサイズは、そのクラスターを通して変わり
ません。タスクの数はクラスターの作成時に設定します。実行中のクラスターのサイズを変更すると、ク
ラスター実行中に処理を変更できます。つまり、タスクの数は固定されておらず、クラスターが存続して
いる間は変更できます。最適な数のタスクを設定するのに役立つ設定オプションは 2 つあります:

• mapred.map.tasksperslot
• mapred.reduce.tasksperslot

これらのオプションは両方とも mapred-conf.xml ファイルで設定できます。ジョブをクラスターに送信
するとき、クラスター全体で使用できるマップおよびリデューススロットの現在の合計数がジョブクライ
アントによって確認されます。その後、ジョブクライアントは次の方程式を使用して、タスクの数を設定
します。

• mapred.map.tasks = mapred.map.tasksperslot ×クラスターのマップスロット数
• mapred.reduce.tasks =mapred.reduce.tasksperslot ×クラスターのリデューススロット数

ジョブクライアントは、タスク数が設定されていない場合にのみ tasksperslot パラメータを読み込み
ます。タスク数はいつでも無効にできます。この無効にする処理は、ブートストラップアクションを使用
してすべてのクラスターに対してまとめて実行することも、設定を変更するステップを追加してジョブご
とに個別に実行することも可能です。

Amazon EMR は、タスクノードエラーに対する耐性があり、タスクノードが使用できなくなってもクラ
スターの実行を継続できます。Amazon EMR は、追加のタスクノードを自動的にプロビジョニングし、エ
ラーが発生したタスクノードの代わりに配置します。

クラスターステップごとに異なる数のタスクノードを設定できます。また、実行中のクラスターにステッ
プを追加して、タスクノードの数を変更することもできます。デフォルトで、すべてのステップが確実に
順次実行されるので、どのステップに対しても、実行中のタスクノードの数を指定できます。

Amazon EMR の以前の AMI のバージョンを使用した
アプリケーションのインストール
AMI バージョンを使用する場合、NewSupportedProductsアプリケーションはアクションのパラメータ
の使用、ブートストラップアクションの使用、RunJobFlowステップアクションの使用など、さまざまな方
法でインストールされます。
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Amazon EMR の以前の AMI バージョンによるクラス
ターおよびアプリケーション設定のカスタマイズ
Amazon EMR リリースバージョン 4.0.0 では、設定分類を使用してアプリケーションを設定する簡単な方
法が導入されました。詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。AMI 
バージョンを使用する場合は、渡した引数とともにブートストラップアクションを使用してアプリケー
ションを設定します。たとえば、ブートストラップアクション configure-hadoop および configure-
daemons は、Hadoop や YARN に固有の --namenode-heap-size などの 環境プロパティを設定しま
す。より新しいバージョンでは、これらは hadoop-env と yarn-env 設定分類を使用して設定されま
す。一般的な設定を実行するブートストラップアクションについては、Githubemr-bootstrap-actions のリ
ポジトリを参照してください。

次の表は、より最近の Amazon EMR リリースバージョンでブートストラップアクションを構成分類に
マップしています。

Hadoop

影響を受けるアプリケーション
ファイル名

AMI バージョンのブートスト
ラップアクション

設定分類

core-site.xml configure-hadoop -c core-site

log4j.properties configure-hadoop -l hadoop-log4j

hdfs-site.xml configure-hadoop -s hdfs-site

該当なし 該当なし hdfs-encryption-zones

mapred-site.xml configure-hadoop -m mapred-site

yarn-site.xml configure-hadoop -y yarn-site

httpfs-site.xml configure-hadoop -t httpfs-site

capacity-scheduler.xml configure-hadoop -z capacity-scheduler

yarn-env.sh configure-daemons --
resourcemanager-opts

yarn-env

[Hive]

影響を受けるアプリケーション
ファイル名

AMI バージョンのブートスト
ラップアクション

設定分類

hive-env.sh 該当なし hive-env

hive-site.xml hive-script --
install-hive-site 
${MY_HIVE_SITE_FILE}

hive-site

hive-exec-
log4j.properties

該当なし hive-exec-log4j

hive-log4j.properties 該当なし hive-log4j
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EMRFS

影響を受けるアプリケーション
ファイル名

AMI バージョンのブートスト
ラップアクション

設定分類

emrfs-site.xml configure-hadoop -e emrfs-site

該当なし s3get -s s3://custom-
provider.jar -d /usr/
share/aws/emr/auxlib/

emrfs-site (新しい設定
fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri
と併用)

全分類の一覧については、アプリケーションの設定 (p. 1515) を参照してください。

アプリケーションの環境変数
AMI バージョンを使用する場合、hadoop-user-env.sh スクリプトが、configure-daemons ブートス
トラップアクションと組み合わせて使用され、Hadoop 環境を設定します。スクリプトには、以下のアク
ションが含まれます。

#!/bin/bash  
export HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST=true;  
echo "HADOOP_CLASSPATH=/path/to/my.jar" >> /home/hadoop/conf/hadoop-user-env.sh

Amazon EMR リリース 4.x では、次の例に示すように hadoop-env 設定分類を使用して同じ手順を実行
します。

[  
      {  
         "Classification":"hadoop-env", 
         "Properties":{  

         }, 
         "Configurations":[  
            {  
               "Classification":"export", 
               "Properties":{  
                  "HADOOP_USER_CLASSPATH_FIRST":"true", 
                  "HADOOP_CLASSPATH":"/path/to/my.jar" 
               } 
            } 
         ] 
      } 
   ]

別の例として、configure-daemons の使用、--namenode-heap-size=2048 を渡すこと、--
namenode-opts=-XX:GCTimeRatio=19 は以下の設定分類と同じです。

[  
      {  
         "Classification":"hadoop-env", 
         "Properties":{  

         }, 
         "Configurations":[  
            {  
               "Classification":"export", 
               "Properties":{  
                  "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE":  "2048", 
            "HADOOP_NAMENODE_OPTS":  "-XX:GCTimeRatio=19" 
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               } 
            } 
         ] 
      } 
   ]

他のアプリケーションの環境変数は、/home/hadoop/.bashrc では定義されなくなりました。代わり
に、コンポーネントやアプリケーションごとに、主に /etc/default のような /etc/default/hadoop
ファイルで設定されます。アプリケーション RPM によってインストールされる /usr/bin/ にあるラッ
パースクリプトでも、バイナリスクリプトを実際に含める前に、追加の環境変数を設定できます。

サービスポート
AMI バージョンを使用する場合は、一部のサービスでカスタムポートを使用します。

ポート設定の変更箇所

設定 AMI バージョン 3.x オープンソースのデフォルト

fs.default.name hdfs://emrDeterminedIP:9000 デフォルト 
(hdfs://emrDeterminedIP:8020)

dfs.datanode.address 0.0.0.0:9200 デフォルト (0.0.0.0:50010)

dfs.datanode.http.address 0.0.0.0:9102 デフォルト (0.0.0.0:50075)

dfs.datanode.https.address 0.0.0.0:9402 デフォルト (0.0.0.0:50475)

dfs.datanode.ipc.address 0.0.0.0:9201 デフォルト (0.0.0.0:50020)

dfs.http.address 0.0.0.0:9101 デフォルト (0.0.0.0:50070)

dfs.https.address 0.0.0.0:9202 デフォルト (0.0.0.0:50470)

dfs.secondary.http.address 0.0.0.0:9104 デフォルト (0.0.0.0:50090)

yarn.nodemanager.address 0.0.0.0:9103 デフォルト 
(${yarn.nodemanager.hostname}:0)

yarn.nodemanager.localizer.address0.0.0.0:9033 デフォルト 
(${yarn.nodemanager.hostname}:8040)

yarn.nodemanager.webapp.address0.0.0.0:9035 デフォルト 
(${yarn.nodemanager.hostname}:8042)

yarn.resourcemanager.address emrDeterminedIP:9022 デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8032)

yarn.resourcemanager.admin.addressemrDeterminedIP:9025 デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8033)

yarn.resourcemanager.resource-
tracker.address

emrDeterminedIP:9023 デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8031)

yarn.resourcemanager.scheduler.addressemrDeterminedIP:9024 デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8030)

yarn.resourcemanager.webapp.address0.0.0.0:9026 デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8088)

yarn.web-proxy.address emrDeterminedIP:9046 デフォルト (値なし)
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設定 AMI バージョン 3.x オープンソースのデフォルト

yarn.resourcemanager.hostname 0.0.0.0 (デフォルト) emrDeterminedIP

Note

emrDeterminedIP は、Amazon EMR で生成される IP アドレスです。

Users
AMI バージョンを使用する場合、ユーザー hadoop がすべてのプロセスを実行し、すべてのファイルを保
有します。Amazon EMR リリースバージョン 4.0.0 以降では、ユーザーはアプリケーションレベルやコン
ポーネントレベルで存在します。

インストールシーケンス、インストールされているアーティファ
クト、およびログファイルの場所
AMI バージョンを使用する場合、アプリケーションのアーティファクトおよびその設定ディレクトリ
は、/home/hadoop/application ディレクトリにインストールされます。たとえば、Hive をインス
トールした場合は、ディレクトリは /home/hadoop/hive でした。Amazon EMR リリース 4.0.0 以降で
は、アプリケーションのアーティファクトは /usr/lib/application ディレクトリにインストールされ
ます。AMI バージョンを使用する場合、ログファイルはさまざまな場所にあります。次の表に、場所を示
します。

Amazon S3 のログの場所の変更

デーモンまたはアプリケーション ディレクトリの場所

instance-state node/instance-id/instance-state/

hadoop-hdfs-namenode デーモン/ ###### IDhadoop-hadoop-
namenode /.log

hadoop-hdfs-datanode デーモン/ ###### IDhadoop-hadoop-
datanode /.log

ハドゥープヤーン (ResourceManager) デーモン/ ###### ID/yarn-hadoop-
resourcemanager

hadoop-yarn (プロキシサーバー) デーモン/ ###### ID/yarn-hadoop-proxyserver

mapred-historyserver daemons/instance-id/

httpfs daemons/instance-id/httpfs.log

hive-server node/instance-id/hive-server/hive-server.log

hive-metastore node/instance-id/apps/hive.log

Hive CLI node/instance-id/apps/hive.log

YARN アプリケーションのユーザーログおよびコ
ンテナログ

task-attempts/

Mahout 該当なし

Pig 該当なし
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デーモンまたはアプリケーション ディレクトリの場所

spark-historyserver 該当なし

MapReduce ジョブ履歴ファイル jobs/

Command runner
AMI バージョンを使用する場合、/home/hadoop/contrib/streaming/hadoop-streaming.jar
のような多くのスクリプトまたはプログラムが、シェルのログインパス環境に置かれていないた
め、command-runner.jar または script-runner.jar などの jar ファイルを使用する際に完全パスを指定する必
要があります。command-runner.jar が AMI に置かれるため、script-runner.jar を使用する場合
のように完全 URI を指定する必要がなくなりました。

レプリケーション係数
レプリケーション係数を使用すると、Hadoop JVM をいつ起動するかを設定できます。Hadoop JVM は、
タスクごとに新しく起動できます。これにより、タスクの独立性を高めることも、タスク間で JVM を共
有してフレームワークのオーバーヘッドを低下させることもできます。多くの小さいファイルを処理する
場合は、JVM を何回も再利用して起動のコストを分散させることに意味があります。ただし、各タスクが
長時間かかる場合や大量のデータを処理する場合は、後続のタスクのためにすべてのメモリが確実に解放
されるように、JVM を再利用しない選択もできます。AMI のバージョンを使用する場合は、configure-
hadoop ブートストラップアクションを使用してレプリケーション係数をカスタマイズすることがで
き、mapred.job.reuse.jvm.num.tasks プロパティを設定します。

次の例は、無限の JVM 再利用の JVM 再利用係数の設定を示しています。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m3.xlarge \
InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=2,InstanceType=m3.xlarge \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hadoop,\
Name="Configuring infinite JVM reuse",Args=["-m","mapred.job.reuse.jvm.num.tasks=-1"]

Amazon EMR の以前の AMI バージョンの Hive アプリ
ケーションの仕様。
ログファイル
Amazon EMR AMI バージョン 2.x および 3.x を使用する場合、Hive ログは /mnt/var/log/apps/ に保
存されます。Hive の複数のバージョンを同時にサポートするために、ログファイル名は次の表に示すよう
に、実行する Hive のバージョンによって異なります。

Hive のバージョン ログファイル名

0.13.1 hive.log
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Hive のバージョン ログファイル名

Note

このバージョンからは、Amazon EMR で、バージョニン
グ無効のファイル名 hive.log が使用されます。マイナー
バージョンは、メジャーバージョンと同じログの場所を共
有します。

0.11.0 hive_0110.log

Note

0.11.0.1 のような Hive 0.11.0 のマイナーバージョンでは、
ログファイルの場所は Hive 0.11.0 と同じです。

0.8.1 hive_081.log

Note

Hive 0.8.1.1 のような Hive 0.8.1 のマイナーバージョンで
は、ログファイルの場所は Hive 0.8.1 と同じです。

0.7.1 hive_07_1.log

Note

Hive 0.7.1.3 や Hive 0.7.1.4 といった Hive 0.7.1 のマイナー
バージョンでは、ログファイルの場所は Hive 0.7.1 と同じ
です。

0.7 hive_07.log

0.5 hive_05.log

0.4 hive.log

分割入力機能
0.13.1 より前の Hive バージョン (Amazon EMR AMI バージョン 3.11.0 より前) を使用して分割入力機能
を実装するには、次のようにします。

hive> set hive.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveCombineSplitsInputFormat;
hive> set mapred.min.split.size=100000000; 
    

この機能は Hive 0.13.1 で廃止されました。Amazon EMR AMI バージョン 3.11.0 で同じ分割入力形式の機
能を得るには、以下を使用します。

set hive.hadoop.supports.splittable.combineinputformat=true;

Thrift サービスポート
Thrift は RPC のフレームワークで、これによって定義されるコンパクトなバイナリシリアライズ形式を使
用して、後から分析に使用するためのデータ構造を維持します。通常、Hive は次のポートで稼働するよう
にサーバーを設定します。
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Hive のバー
ジョン

ポート番号

Hive 0.13.1 10000

Hive 0.11.0 10004

Hive 0.8.1 10003

Hive 0.7.1 10002

Hive 0.7 10001

Hive 0.5 10000

thrift サービスの詳細については、http://wiki.apache.org/thrift/ を参照してください。

Hive を使用してパーティションを復元する
Amazon EMR の Hive クエリ言語には、Amazon S3 内にあるテーブルデータからテーブルのパーティショ
ンを復元するステートメントが含まれています。次の例でこれを示します。

CREATE EXTERNAL TABLE (json string) raw_impression  
PARTITIONED BY (dt string)  
LOCATION 's3://elastic-mapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions';
ALTER TABLE logs RECOVER PARTITIONS;  
      

パーティションのディレクトリおよびデータは、テーブル定義で指定された場所に格納し、名前は Hive の
表記規則に従って、dt=2009-01-01 のように記述する必要があります。

Note

Hive 0.13.1 以降では、この機能は msck repair table を使用してネイティブにサポー
トされるため、recover partitions はサポートされません。詳細については、https://
cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/LanguageManual +DDL を参照してください。

Hive 変数をスクリプトに渡す
AWS CLI を使用して Hive のステップに変数を渡すには、次のコマンドを入力し、myKey を EC2 キー
ペアの名前に置き換え、mybucket をバケット名に置き換えます。この例で、SAMPLE は、先頭に -d ス
イッチが付いた変数の値です。この変数は Hive スクリプトで ${SAMPLE} のように定義されます。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.9 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Args=[-f,s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,\
INPUT=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://mybucket/hive-ads/
output/,\
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-d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]

外部メタストアの場所を指定する
次の手順では、Hive メタストアの場所として設定したデフォルト値を上書きし、新しく設定したメタスト
アの場所を使用してクラスターを起動する方法を示します。

EMR クラスターの外にメタストアを作成するには

1. Amazon RDS を使用して MySQL または Aurora データベースを作成します。

Amazon RDS データベースの作成方法については、「Amazon RDS の開始方法」を参照してくださ
い。

2. データベースと ElasticMapReduce-Master セキュリティグループ間の JDBC 接続を許可するようにセ
キュリティグループを変更します。

アクセス用のセキュリティグループの変更方法については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の
「Amazon RDS セキュリティグループ」を参照してください。

3. JDBC 設定値は、hive-site.xml に格納されています。

a. 以下を含む hive-site.xml 設定ファイルを作成します。

<configuration> 
  <property> 
    <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name> 
    <value>jdbc:mariadb://hostname:3306/hive?createDatabaseIfNotExist=true</value> 
    <description>JDBC connect string for a JDBC metastore</description> 
  </property> 
  <property> 
    <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name> 
    <value>hive</value> 
    <description>Username to use against metastore database</description> 
  </property> 
  <property> 
    <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name> 
    <value>password</value> 
    <description>Password to use against metastore database</description> 
  </property>
</configuration>

hostname は、データベースを実行する Amazon RDS インスタンスの DNS アドレスで
す。username と password は、データベースの認証情報です。MySQL データベースインスタ
ンスおよび Aurora データベースインスタンスへの接続の詳細については、「Amazon RDS ユー
ザーガイド」の「MySQL データベースエンジンを実行している DB インスタンスへの接続」およ
び「Athena DB クラスターへの接続」を参照してください。

JDBC ドライバーは Amazon EMR によってインストールされます。

Note

値のプロパティには、スペースや改行を含めることはできません。すべてを 1 行にする
必要があります。

b. Amazon S3 上の hive-site.xml などの場所に s3://mybucket/hive-site.xml ファイルを
保存します。

4. クラスターを作成し、カスタマイズされた hive-site.xml ファイルの Amazon S3 の場所を指定し
ます。

次のコマンドの例では、これを行う AWS CLI コマンドを示しています。
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Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.10 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 \
--bootstrap-actions Name="Install Hive Site Configuration",\
Path="s3://region.elasticmapreduce/libs/hive/hive-script",\
Args=["--base-path","s3://elasticmapreduce/libs/hive","--install-hive-site",\
"--hive-site=s3://mybucket/hive-site.xml","--hive-versions","latest"]

JDBC を使用して Hive に接続する
JDBC を介して Hive に接続するには、JDBC ドライバをダウンロードして、SQL クライアントをインス
トールする必要があります。以下の例は、SQL Workbench/J を使用して、JDBC を使用している Hive に
接続する方法を示しています。

JDBC ドライバをダウンロードするには

1. アクセスする Hive のバージョンに対応しているドライバをダウンロードし、展開します。Hive バー
ジョンは、Amazon EMR クラスターを作成するときに選択した AMI に応じて異なります。

• Hive 0.13.1 JDBC ドライバー:amazon-odbc-jdbc-drivershttps://.s3.amazonaws.com/public/
AmazonHive JDBC_1.0.4.1004.zip

• Hive 0.11.0 JDBC ドライバー: https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.11.0
• Hive 0.8.1 JDBC ドライバー: https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.hive/hive-jdbc/0.8.1

2. SQL Workbench/J をインストールします。詳細については、SQL Workbench/J ユーザーズマニュア
ルの「Installing and starting SQL Workbench/J」を参照してください。

3. クラスターマスターノードへの SSH トンネルを作成します。Hive のバージョンによって、接続する
ポートが異なります。Linux ssh ユーザーの場合は以下の表、Windows ユーザーの場合は PuTTY コ
マンドのコマンドの例が提供されています。

Linux SSH コマンド

Hive のバー
ジョン

コマンド

0.13.1 ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 
10000:localhost:10000 hadoop@master-public-dns-name

0.11.0 ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 
10004:localhost:10004 hadoop@master-public-dns-name

0.8.1 ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 
10003:localhost:10003 hadoop@master-public-dns-name

0.7.1 ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 
10002:localhost:10002 hadoop@master-public-dns-name

0.7 ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 
10001:localhost:10001 hadoop@master-public-dns-name
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Hive のバー
ジョン

コマンド

0.5 ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 
10000:localhost:10000 hadoop@master-public-dns-name

Windows PuTTY のトンネルの設定

Hive のバー
ジョン

トンネルの設定

0.13.1 送信元ポート:10000 デスティネーション:: 10000 master-public-dns-name

0.11.0 送信元ポート:10004 デスティネーション:10004 master-public-dns-name

0.8.1 送信元ポート:10003 デスティネーション:10003 master-public-dns-name

4. SQL Workbench に JDBC ドライバを追加します。

a. [Select Connection Profile] (接続プロファイルの選択) ダイアログボックスで [Manage Drivers] (ド
ライバーの管理) を選択します。

b. [Create a new entry] (新しいエントリーの作成) (空白のページ) アイコンを選択します。
c. 名前フィールドに、Hive JDBC と入力します。
d. [Library] で [Select the JAR file(s)] アイコンをクリックします。
e. 次の表に示すように JAR ファイルを選択します。

Hive ドライ
ババージョ
ン

追加する JAR ファイル

0.13.1
hive_metastore.jar
hive_service.jar
HiveJDBC3.jar
libfb303-0.9.0.jar
libthrift-0.9.0.jar
log4j-1.2.14.jar
ql.jar
slf4j-api-1.5.8.jar
slf4j-log4j12-1.5.8.jar
TCLIServiceClient.jar

0.11.0
hadoop-core-1.0.3.jar
hive-exec-0.11.0.jar
hive-jdbc-0.11.0.jar
hive-metastore-0.11.0.jar
hive-service-0.11.0.jar
libfb303-0.9.0.jar
commons-logging-1.0.4.jar
slf4j-api-1.6.1.jar

0.8.1
hadoop-core-0.20.205.jar
hive-exec-0.8.1.jar
hive-jdbc-0.8.1.jar
hive-metastore-0.8.1.jar
hive-service-0.8.1.jar
libfb303-0.7.0.jar
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Hive ドライ
ババージョ
ン

追加する JAR ファイル

libthrift-0.7.0.jar
log4j-1.2.15.jar     
slf4j-api-1.6.1.jar
slf4j-log4j12-1.6.1.jar          

0.7.1
hadoop-0.20-core.jar
hive-exec-0.7.1.jar
hive-jdbc-0.7.1.jar
hive-metastore-0.7.1.jar
hive-service-0.7.1.jar
libfb303.jar
commons-logging-1.0.4.jar     
slf4j-api-1.6.1.jar
slf4j-log4j12-1.6.1.jar          

0.7
hadoop-0.20-core.jar
hive-exec-0.7.0.jar
hive-jdbc-0.7.0.jar
hive-metastore-0.7.0.jar
hive-service-0.7.0.jar
libfb303.jar
commons-logging-1.0.4.jar     
slf4j-api-1.5.6.jar
slf4j-log4j12-1.5.6.jar          

0.5
hadoop-0.20-core.jar
hive-exec-0.5.0.jar
hive-jdbc-0.5.0.jar
hive-metastore-0.5.0.jar
hive-service-0.5.0.jar
libfb303.jar
log4j-1.2.15.jar
commons-logging-1.0.4.jar              

f. [Please select one driver] (ドライバーを 1 つ選択してください) ダイアログボックスで次の表に
従ってドライバを選択し、[OK] をクリックします。

Hive のバー
ジョン

ドライバのクラス名

0.13.1
com.amazon.hive.jdbc3.HS2Driver

0.11.0
org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar

0.8.1
org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar         

0.7.1
org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar        

0.7
org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar         
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Hive のバー
ジョン

ドライバのクラス名

0.5
org.apache.hadoop.hive.jdbc.HiveDriver.jar            

5. [Select Connection Profile] (接続プロファイルの選択) ダイアログボックスに戻ったら、[ドライバー]
フィールドが [Hive JDBC] に設定されていることを確認し、次の表に従って [URL] フィールドに 
JDBC 接続文字列を入力します。

Hive のバー
ジョン

JDBC 接続文字列

0.13.1 jdbc:hive2://localhost:10000/default

0.11.0 jdbc:hive://localhost:10004/default

0.8.1 jdbc:hive://localhost:10003/default

クラスターが AMI バージョン 3.3.1 以降を使用している場合は、[Select Connection Profile] (接続プロ
ファイルの選択) ダイアログボックスの [ユーザー名] フィールドに hadoop と入力します。

Amazon EMR の以前の AMI バージョンの HBase アプ
リケーションの仕様
サポートされる HBase バージョン

HBase バージョン AMI のバージョン AWS CLI 設定パラメー
タ

HBase バージョンの詳
細

0.94.18 3.1.0 以降 --ami-version 3.1

--ami-version 3.2

--ami-version 3.3

--applications 
Name=HBase

• バグの修正と機能強
化。

0.94.7 3.0-3.0.4 --ami-version 3.0

--applications 
Name=HBase

0.92 2.2 以降 --ami-version 2.2 
or later

--applications 
Name=HBase
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HBase クラスターの前提条件
Amazon EMR AMI バージョン 2.x および 3.x を使用して作成されたクラスターは、HBase の次の要件を満
たす必要があります。

• AWS CLI (オプション) - コマンドラインを使用して HBase を操作するには、最新バージョンの AWS 
CLI をダウンロードしてインストールします。詳細については、「AWS Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。

• 2 つ以上のインスタンス (オプション) – クラスターのマスターノードでは HBase マスターサーバーと 
Zookeeper、タスクノードでは HBase リージョンサーバーが実行されます。最大のパフォーマンスを確
保するには、HBase クラスターが 2 つ以上の EC2 インスタンスを実行する必要がありますが、評価目
的の場合は HBase を単一ノードで実行できます。

• 長時間稼働クラスター - HBase は長時間稼働クラスター上でのみ実行されます。デフォルトでは、CLI 
および Amazon EMR コンソールは長時間稼働クラスターを作成します。

• Amazon EC2 キーペア (推奨) - マスターノードと接続して HBase シェルコマンドを実行するために 
Secure Shell (SSH) ネットワークプロトコルを使用するには、クラスターを作成するときに Amazon 
EC2 キーペアを使用する必要があります。

• 正しい AMI バージョンおよび Hadoop バージョン - HBase クラスターは、現在 Hadoop 20.205 以降で
のみサポートされています。

• Ganglia (オプション) - HBase パフォーマンスメトリクスをモニタリングするには、クラスターの作成時
に Ganglia をインストールします。

• ログ用 Amazon S3 バケット (オプション) - HBase 用ログはマスターノードで使用できます。これらの
ログを Amazon S3 にコピーするには、クラスターの作成時にログファイルを受け取るための S3 バケッ
トを指定します。

HBase を使用するクラスターの作成
次の表に、コンソールを使用し、Amazon EMR AMI リリースバージョンを使用して HBase を使用するク
ラスターを作成する際に利用できるオプションを示します。

フィールド アクション

Restore from 
backup

HBase クラスターに、Amazon S3 に保存されているデータを事前にロードするか
どうかを指定します。

Backup location Amazon S3 で復元するバックアップがある場所の URI を指定します。

Backup version [Backup Location] で指定した場所にある、使用するバックアップのバージョン名を
指定します（オプション）。このフィールドに何も指定しない場合は、[バックアッ
プの場所] で指定した場所にある最新のバックアップが、Amazon EMR によって新
しい HBase クラスターに設定されます。

Schedule Regular 
Backups

自動増分バックアップをスケジュールするかどうかを指定します。最初は完全バッ
クアップによって、以降の差分バックアップのベースラインとなるバックアップが
作成されます。

Consistent backup バックアップの整合性を確保するかどうかを指定します。バックアップの整合性と
は、バックアップ処理の初期段階であるノード同期中に、書き込みオペレーション
を一時停止することです。つまり、一時停止された書き込みオペレーションはすべ
てキューに置かれ、同期が完了したら再開されます。

Backup frequency スケジュールされたバックアップの頻度 (日/時間/分単位)。
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フィールド アクション

Backup location バックアップが保存される Amazon S3 の URI。差分バックアップの正確性を確保
するために、バックアップは、HBase クラスターごとにそれぞれ異なる場所に格納
する必要があります。

Backup start time 最初のバックアップの時間を指定します。これを now に設定した場合、クラス
ターが実行されると直ちに最初のバックアップが行われます。または、日付と時刻
を ISO 形式で入力します。たとえば、2012-06-15T20:00Z を入力すると、2012 年 
6 月 15 日午後 8 時 (UTC) に設定されます。

次の AWS CLI コマンドの例では、HBase などのアプリケーションでクラスターを起動します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \ 
               --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \ 
               --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \ 
               --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected

Hive クラスターと HBase クラスターの間の接続が確立されたら（前述の手順を参照）、Hive に外部テー
ブルを作成することで、HBase クラスターに格納されているデータにアクセスできます。

次の例では、Hive プロンプトからの実行時に、inputTable という HBase テーブルに格納されている
データを参照する外部テーブルを作成しています。その後、Hive ステートメントで inputTable を参照
し、HBase クラスターに格納されているデータに対してクエリを実行したり、そのデータを変更したりで
きます。

Note

以下の例では、AMI 2.3.3 で protobuf-java-2.4.0a.jar を使用しますが、サンプルをご自分のバー
ジョンに合わせてお使いください。お持ちの Protocol Buffers の JAR のバージョンをチェックす
るには、Hive コマンドプロンプトでコマンドを実行します: ! ls /home/hadoop/lib;。

add jar lib/emr-metrics-1.0.jar ; 
               add jar lib/protobuf-java-2.4.0a.jar ; 
                
               set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com ; 
                
               create external table inputTable (key string, value string) 
                    stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler' 
                     with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1") 
                     tblproperties ("hbase.table.name" = "t1"); 
                
               select count(*) from inputTable ;   

HBase 設定のカスタマイズ
デフォルトの設定はほとんどのアプリケーションで動作しますが、HBase 設定を変更する柔軟性も確保さ
れています。これを行うには、次の 2 つのブートストラップアクションスクリプトのいずれかを実行しま
す。

• configure-hbase-daemons— master、regionserver、および zookeeper の各デーモンのプロパティを設
定します。これらのプロパティには、HBase デーモンの開始時に Java Virtual Machine（JVM）に渡す
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ヒープサイズおよびオプションが含まれます。これらのプロパティは、ブートストラップアクションの
引数として設定します。このブートストラップアクションは、HBase クラスター上の /home/hadoop/
conf/hbase-user-env .sh 設定ファイルを変更します。

• configure-hbase - HBase マスターのバインド先ポート、CLI クライアントがアクションを再試行する最
大回数など、HBase サイト固有の設定を指定します。 one-by-oneこれらはブートストラップアクショ
ンの引数として設定するか、Amazon S3 で XML 設定ファイルの場所を指定します。このブートスト
ラップアクションでは、HBase クラスターの /home/hadoop/conf/hbase-site.xml 設定ファイルが変更さ
れます。

Note

これらのスクリプトを実行できるのは、他のブートストラップアクションの場合と同様、クラス
ターの作成時のみです。このスクリプトを使用して、現在実行中の HBase クラスターの設定を変
更することはできません。

configure-hbase configure-hbase-daemonsアクションまたはブートストラップアクションを実行すると、
指定した値がデフォルト値を上書きします。明示的に設定しなかった値には、デフォルト値が設定されま
す。

これらのブートストラップアクションでの HBase の設定操作は、Amazon EMR でブートストラップ
アクションを使用して Hadoop 設定と Hadoop デーモンのプロパティを設定するのと似ています。
異なるのは、HBase にはプロセスごとのメモリオプションがないという点です。メモリオプション
は、--daemon-opts 引数を使用して設定されます。daemon は、設定するデーモンの名前に置き換えて
ください。

HBase デーモンを設定する

Amazon EMR には、HBase デーモンの設定変更に使用できるブートストラップアクション
s3://region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-daemons が用意され
ています。region は、HBase クラスターを起動するリージョンです。

AWS CLI を使用して HBase デーモンを設定するには、クラスターを起動して 1 つ以上の HBase デーモン
を設定するときに、ブートストラップアクション configure-hbase-daemons を追加します。以下のプ
ロパティを設定できます。

プロパティ 説明

hbase-master-opts JVM によるマスターデーモンの実行方法をコントロールする
オプション。設定されている場合は、これらによってデフォ
ルトの HBASE_MASTER_OPTS 変数が上書きされます。

regionserver-opts JVM によるリージョンサーバーデーモンの実行方法をコン
トロールするオプション。設定されている場合は、これらに
よってデフォルトの HBASE_REGIONSERVER_OPTS 変数
が上書きされます。

zookeeper-opts JVM による zookeeper デーモンの実行方法をコントロール
するオプション。設定されている場合は、これらによってデ
フォルトの HBASE_ZOOKEEPER_OPTS 変数が上書きされ
ます。

これらのオプションの詳細については、HBase ドキュメントの「hbase-env.sh」を参照してください。

zookeeper-opts および hbase-master-opts の値を設定するためのブートストラップアクションを次
の例に示します。
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Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-daemons,\
Args=["--hbase-zookeeper-opts=-Xmx1024m -XX:GCTimeRatio=19","--hbase-master-opts=-
Xmx2048m","--hbase-regionserver-opts=-Xmx4096m"]

HBase サイト設定を指定する

Amazon EMR には、HBase の設定変更に使用できるブートストラップアクション s3://
elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase が用意されています。 one-by-one設
定値はブートストラップアクションで引数として設定するか、Amazon S3 で XML 設定ファイルの場所を
指定します。 one-by-one 構成値の設定は、いくつかの構成設定のみを設定する場合に便利です。追加す
る変更が多数ある場合、または再利用できるよう設定を保存したい場合は、XML ファイルを使用して設定
することをお勧めします。

Note

Amazon S3 バケット名には、s3://region.elasticmapreduce/bootstrap-actions/
configure-hbase のようにリージョンプレフィックスを付けることができます。region
は、HBase クラスターを起動するリージョンです。

このブートストラップアクションでは、HBase クラスターの /home/hadoop/conf/hbase-site.xml
設定ファイルが変更されます。ブートストラップアクションは、HBase クラスターの起動時にのみ実行で
きます。

設定可能な HBase サイト設定の詳細については、HBase のドキュメントの「Default configuration」を参
照してください。

HBase クラスターの起動時に configure-hbase ブートストラップアクションを設定し、hbase-
site.xml で変更する値を指定します。

AWS CLI を使用して個別の HBase のサイト設定を指定するには

• hbase.hregion.max.filesize 設定を変更するには、次のコマンドを入力し、myKey を Amazon 
EC2 キーペアの名前に置き換えます。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["-s","hbase.hregion.max.filesize=52428800"]
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AWS CLI を使用して XML ファイルで HBase サイト設定を指定するには

1. カスタムバージョンの hbase-site.xml を作成します。カスタムファイルは有効な XML である必要
があります。エラーが発生する可能性を少なくするには、/home/hadoop/conf/hbase-site.xml
の Amazon EMR HBase マスターノードにある hbase-site.xml のデフォルトのコピーから開始
し、そのファイルのコピーを編集します。ファイルをゼロから作成する必要はありません。新しい
ファイルに新しい名前を付けるか、hbase-site.xml をそのまま使用します。

2. カスタム hbase-site.xml ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードします。クラスターを
起動する AWS アカウントがファイルにアクセスできるように、このバケットにアクセス許可が設定
されている必要があります。さらに、クラスターを起動する AWS アカウントが Amazon S3 バケット
を所有している場合は、アクセス権が付与されます。

3. HBase クラスターの起動時に configure-hbase ブートストラップアクションを設定し、カスタム
hbase-site.xml ファイルの場所を含めます。次の例では、HBase サイト設定の値を、s3://
mybucket/my-hbase-site.xml で指定した値に設定しています。次のコマンドを入力し、myKey
を EC2 キーペアの名前に置き換え、mybucket を Amazon S3 バケットの名前に置き換えます。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \ 
        --applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase \ 
        --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \ 
        --instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \ 
        --bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["--site-config-file","s3://mybucket/config.xml"]

複数のオプションを指定して HBase オペレーションをカスタマイズする場合は、次の例に示すよう
に、各キーと値のペアの前に -s オプションスイッチを追加する必要があります。

       --bootstrap-actions s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-
hbase,Args=["-s","zookeeper.session.timeout=60000"] 
            

プロキシを設定して SSH 接続を開いた状態で、ブラウザウィンドウに http: //: 60010/master-status
master-public-dns-nameを開いて HBase UI を表示できます。ここで、は master-public-dns-
nameHBase クラスター内のマスターノードのパブリック DNS アドレスです。

現在の HBase ログを表示するには、SSH を使用してマスターノードに接続し、mnt/var/log/hbase
ディレクトリに移動します。これらのログは、クラスターの起動時に Amazon S3 へのログを有効にしな
い限り、クラスター終了後に使用できなくなります。

HBase をバックアップおよび復元する
Amazon EMR には、手動または自動化されたスケジュールに従って、HBase データを Amazon S3 に
バックアップする機能が用意されています。完全バックアップと増分バックアップの両方を実行できま
す。HBase データのバックアップバージョンを作成した後、そのバージョンを HBase クラスターに復元
できます。復元は現在実行中の HBase クラスターに対して行うことができます。また、バックアップされ
たデータが設定されたクラスターを新しく作成することもできます。

バックアップ処理中も、HBase は書き込みコマンドを実行し続けます。これにより、バックアップ中もク
ラスターを使用し続けることができますが、バックアップ中のデータと、並行して実行されている書き込
みオペレーションとの間に不整合が発生するリスクがあります。発生する可能性がある不整合について理
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解するには、HBase では、書き込みオペレーションがクラスター内のノード全体に分散されるという点を
考慮する必要があります。特定のノードがポーリングされた後、書き込みオペレーションが発生すると、
そのデータはバックアップアーカイブに保存されません。HBase クラスターへの以前の書き込み（既に
ポーリングされたノードに送信された書き込み）がバックアップアーカイブに含まれない可能性がある一
方で、それより後の書き込み（ポーリングされる前のノードに送信された書き込み）がアーカイブに保存
されることもあります。

整合性のあるバックアップが必要な場合は、バックアップ処理の初期段階であるノード同期中に、HBase 
への書き込みを一時停止する必要があります。これを行うには、バックアップをリクエストするときに --
consistent パラメータを指定します。このパラメータが指定されている場合は、この期間中の書き込
みがキューに入れられ、同期が完了するとすぐに実行されます。定期バックアップをスケジュールするこ
ともできます。これにより徐々に発生する不整合が解決されます。あるバックアップパスで逃したデータ
が、次のパスでバックアップされるからです。

HBase データをバックアップするときに、クラスターごとにさまざまなバックアップディレクトリを指定
する必要があります。これを簡単に行うには、クラスター識別子を、バックアップディレクトリに指定さ
れたパスの一部として使用します。例えば、s3://mybucket/backups/j-3AEXXXXXX16F2。これによ
り、以降のすべての差分バックアップが適切な HBase クラスターを参照するようになります。

不要になった古いバックアップファイルを削除する準備ができたら、まず HBase データの完全バックアッ
プを行うことをお勧めします。これによりすべてのデータが保存されます。このデータは、その後の差分
バックアップのベースとして使用できます。完全バックアップが完了した後、バックアップの場所に移動
し、古いバックアップファイルを手動で削除できます。

HBase のバックアッププロセスでは、コピー操作に S3DistCp を使用しますが、これには一時ファイルの
保存容量に関して一定の制限があります。

コンソールを使用して HBase をバックアップおよび復元する

コンソールを使用すると、新しいクラスターを起動して、以前の HBase バックアップのデータを入力する
ことができます。また、HBase データの定期差分バックアップをスケジュールすることもできます。追加
のバックアップおよび復元機能、たとえば、既に実行中のクラスターにデータを復元したり、手動バック
アップを行ったり、自動完全バックアップをスケジュールしたりする機能は、CLI で使用できます。

コンソールを使用して、アーカイブされた HBase データを新しいクラスターに指定するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
3. [Software Configuration] セクションの [Additional Applications] で、[HBase] と [Configure and add] を

選択します。
4. [Add Application] ダイアログボックスで、[Restore From Backup] チェックボックスをオンにします。
5. [Backup Location] (バックアップの場所) で、新しい HBase クラスターにロードするバックアップの

場所を指定します。ここには、Amazon S3 URL を s3://myawsbucket/backups/ という形式で指
定する必要があります。

6. [Backup Version] では、値を設定して、ロードするバックアップバージョンの名前を指定するオプ
ションがあります。[バックアップバージョン] に値を設定しない場合は、指定した場所にある最新の
バックアップが Amazon EMR によってロードされます。

7. [Add] を選択して、必要に応じたオプションによるクラスターの作成に進みます。

コンソールを使用して HBase データの自動バックアップをスケジュールするには

1. [Software Configuration] セクションの [Additional Applications] で、[HBase] と [Configure and add] を
選択します。
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2. [Schedule Regular Backups] を選択します。
3. バックアップの整合性を確保するかどうかを指定します。バックアップの整合性とは、バックアップ

処理の初期段階であるノード同期中に、書き込みオペレーションを一時停止することです。つまり、
一時停止された書き込みオペレーションはすべてキューに置かれ、同期が完了したら再開されます。

4. バックアップの頻度を設定します。それには、[Backup Frequency] に数値を入力し、[Days]、
[Hours]、または [Minutes] を選択します。最初に実行される自動バックアップは完全バックアップで
す。その後、指定したスケジュールに基づき、差分バックアップが Amazon EMR によって保存され
ます。

5. バックアップを保存する Amazon S3 内の場所を指定します。差分バックアップが適切に判断される
ように、HBase クラスターをそれぞれ Amazon S3 内の別々の場所にバックアップする必要がありま
す。

6. [Backup Start Time] で、バックアップを最初に行うタイミングの値を指定します。これを now に設定
した場合、クラスターが実行されると直ちに最初のバックアップが行われます。または、日付と時刻
を ISO 形式で入力します。たとえば、「2013-09-26T20:00Z」と入力すると、開始時間が 2013 年 9 
月 26 日午後 8 時 (UTC) に設定されます。

7. [Add] (追加) を選択します。
8. 必要に応じて他のオプションを指定し、クラスターの作成を進めます。

HBase と CloudWatch
Amazon EMR は、HBase CloudWatch バックアップのモニタリングに使用できる 3 つのメトリクスについ
て報告します。これらのメトリクスは 5 CloudWatch 分間隔でプッシュされ、料金はかかりません。

メトリクス 説明

HBaseBackupFailed 前回のバックアップに失敗したかどうか。デフォルトでは 0 
に設定されており、前回のバックアップが失敗した場合は 1 
に更新されます。このメトリクスは、HBase クラスターにつ
いてのみ報告されます。

ユースケース: HBase バックアップを監視する

単位: Count

HBaseMostRecentBackupDuration 前回のバックアップが完了するのにかかった時間。このメト
リクスは、前回完了したバックアップが成功したか失敗した
かに関係なく設定され、このメトリクスは、バックアップの
進行中に、バックアップが開始してからの分数を返します。
このメトリクスは、HBase クラスターについてのみ報告され
ます。

ユースケース: HBase バックアップを監視する

単位: Minutes

HBaseTimeSinceLastSuccessfulBackupクラスターで前回成功した HBase バックアップが開始してか
ら経過した分数。このメトリクスは、HBase クラスターにつ
いてのみ報告されます。

ユースケース: HBase バックアップを監視する

単位: Minutes

1372

http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Pig

HBase の Ganglia の設定
HBase 用の Ganglia は、configure-hbase-for-gangliaブートストラップアクションを使用して設定します。
このブートストラップアクションは、Ganglia にメトリクスを発行するように HBase を設定します。

クラスターを起動するときは、HBase と Ganglia を設定する必要があります。Ganglia のレポートを、実
行中のクラスターに追加することはできません。

Ganglia では、/mnt/var/log/ganglia/rrds のサーバーにもログファイルを格納します。ログファイ
ルが Amazon S3 バケットに保存されるようにクラスターを設定した場合は、Ganglia ログファイルも同様
に同じ場所に保存されます。

Ganglia for HBase でクラスターを起動するには、configure-hbase-for-ganglia次の例に示すようにブート
ストラップアクションを使用します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --ami-version 3.3 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig Name=HBase Name=Ganglia \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type c1.xlarge --instance-count 3 --termination-protected \
--bootstrap-actions Path=s3://elasticmapreduce/bootstrap-actions/configure-hbase-for-
ganglia

Ganglia を設定してクラスターを起動した後は、マスターノードで実行中のグラフィカルインターフェイ
スを使用して、Ganglia のグラフやレポートにアクセスできます。

Amazon EMR の以前の AMI バージョンの Pig アプリ
ケーションの仕様。
サポートされている Pig のバージョン
クラスターに追加できる Pig のバージョンは、使用している Amazon EMR AMI のバージョンと Hadoop 
のバージョンによって決まります。次の表に、各バージョンの Pig と互換性のある AMI のバージョンおよ
び Hadoop のバージョンを示します。パフォーマンスの向上と新機能のメリットを受けられるように、最
新バージョンの Pig を使用することをお勧めします。

API を使用して Pig をインストールする場合、のコール中に Pig--pig-versions をクラスターにロード
するステップの引数として指定しない限り、デフォルトバージョンが使用されますRunJobFlow。

Pig のバージョン AMI のバージョン 設定パラメータ Pig のバージョンの詳細

0.12.0

リリースノート

ドキュメント

3.1.0 以降 --ami-version 3.1

--ami-version 3.2

--ami-version 3.3

以下のサポートが追加
されています。

• JVM 実装を使用しな
い UDF のストリーミ
ング

• ASSERT 演算子と IN 
演算子

• CASE 式
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Pig のバージョン AMI のバージョン 設定パラメータ Pig のバージョンの詳細
• AvroStorage 組み込み

関数。
• ParquetLoader 

ParquetStorer および
組み込み関数として

• BigInteger BigDecimal 
とタイプ

0.11.1.1

リリースノート

ドキュメント

2.2 以降 --pig-versions 
0.11.1.1

--ami-version 2.2

Amazon S3 PigStorage 
に入力が存在する場
合、LOAD コマンドの
パフォーマンスを向上
させます。

0.11.1

リリースノート

ドキュメント

2.2 以降 --pig-versions 
0.11.1

--ami-version 2.2

JDK 7、Hadoop 
2、Groovy ユーザー定
義関数、 SchemaTuple 
最適化、新しい演算子
などのサポートを追
加します。詳細につ
いては、「Pig 0.11.1 
change log」を参照して
ください。

0.9.2.2

リリースノート

ドキュメント

2.2 以降 --pig-versions 
0.9.2.2

--ami-version 2.2

Hadoop 1.0.3 のサポー
トを追加。

0.9.2.1

リリースノート

ドキュメント

2.2 以降 --pig-versions 
0.9.2.1

--ami-version 2.2

MapR のサポートを追
加。

0.9.2

リリースノート

ドキュメント

2.2 以降 --pig-versions 
0.9.2

--ami-version 2.2

いくつかのパフォーマ
ンス向上とバグ修正が
行われています。Pig 
0.9.2 での変更に関する
情報については、「Pig 
0.9.2 change log」を参
照してください。

0.9.1

リリースノート

ドキュメント

2.0 --pig-versions 
0.9.1

--ami-version 2.0

0.6

リリースノート

1.0 --pig-versions 0.6

--ami-version 1.0

0.3

リリースノート

1.0 --pig-versions 0.3

--ami-version 1.0
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Pig のバージョンの詳細
Amazon EMR では、追加の Amazon EMR パッチが適用される場合がある特定の Pig リリースをサポート
します。Amazon EMR クラスターで実行する Pig のバージョンを設定することができます。これを行う方
法については、「Apache Pig (p. 2215)」を参照してください。以下のセクションでは、Pig の各バージョ
ン、および Amazon EMR にロードされたバージョンに適用されるパッチについて説明します。

Pig 向けパッチ

このセクションでは、Amazon EMR で使用可能な Pig バージョンに適用されるカスタムパッチについて説
明します。

Pig 0.11.1.1 向けパッチ

Amazon EMR バージョンの Pig 0.11.1.1 はメンテナンスリリースであり、Amazon S3 PigStorage に入力
が存在する場合、LOAD コマンドのパフォーマンスを向上させます。

Pig 0.11.1 向けパッチ

Amazon EMR バージョンの Pig 0.11.1 には、Apache Software Foundation が提供するすべての更新と Pig 
バージョン 0.9.2.2 からの累積 Amazon EMR パッチが含まれます。ただし、Pig 0.11.1 には Amazon EMR 
固有の新しいパッチはありません。

Pig 0.9.2 向けパッチ

Apache Pig 0.9.2 は、Pig のメンテナンスリリースです。Amazon EMR チームは今までに、Amazon EMR 
バージョンの Pig 0.9.2 に以下のパッチを適用しています。

パッチ 説明

PIG-1429 Pig に Boolean データタイプを第 1 クラスデータタイプとして追
加。詳細については、https://issues.apache.org/jira/browse/PIG-1429
を参照してください。

ステータス: コミット済み

Fixed in Apache Pig Version: 0.10

PIG-1824 Jython UDF でインポートモジュールをサポート。詳細について
は、https://issues.apache.org/jira/browse/PIG-1824 を参照してくだ
さい。

ステータス: コミット済み

Fixed in Apache Pig Version: 0.10

PIG-2010 登録済みの JAR を分散キャッシュにバンドル。詳細について
は、https://issues.apache.org/jira/browse/PIG-2010 を参照してくだ
さい。

ステータス: コミット済み

Fixed in Apache Pig Version: 0.11

PIG-2456 ユーザーがデフォルトの Pig ステートメントを指定でき
る ~/.pigbootup ファイルを追加。詳細については、https:// 
issues.apache.org/jira/browse/PIG-2456 を参照してください。

ステータス: コミット済み
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パッチ 説明
Fixed in Apache Pig Version: 0.11

PIG-2623 Amazon S3 パスを使用した UDF の登録をサポート。詳細について
は、https://issues.apache.org/jira/browse/PIG-2623 を参照してくだ
さい。

ステータス: コミット済み

修正対象の Apache Pig のバージョン: 0.10、0.11

Pig 0.9.1 向けパッチ

Amazon EMR チームは今までに、Amazon EMR バージョンの Pig 0.9.1 に以下のパッチを適用していま
す。

パッチ 説明

dfs での JAR ファイルと Pig ス
クリプトのサポート

HDFS、Amazon S3 などの分散ファイルシステムに格納されている
スクリプトの実行および JAR ファイルの登録をサポートする機能追
加。詳細については、https://issues.apache.org/jira/browse/PIG-1505
を参照してください。

ステータス: コミット済み

Fixed in Apache Pig Version: 0.8.0

Pig における複数のファイルシス
テムのサポート

あるファイルシステムから読み取ったデータを別のファイルシステ
ムに書き込む Pig スクリプトに対するサポートを追加。詳細につい
ては、https://issues.apache.org/jira/browse/PIG-1564 を参照してく
ださい。

ステータス: 未コミット

修正対象の Apache Pig バージョン: n/a

Piggybank の datetime および 
string UDF の追加

カスタムの Pig スクリプトをサポートするために datetime および 
string UDF を追加。詳細については、https://issues.apache.org/jira/ 
browse/PIG-1565 を参照してください。

ステータス: 未コミット

修正対象の Apache Pig バージョン: n/a

インタラクティブおよびバッチ Pig クラスター
Amazon EMR では、Pig のスクリプトを次の 2 つのモードで実行できます。

• インタラクティブ
• バッチ

コンソールまたは AWS CLI を使用して長時間稼働クラスターを起動する場合、Hadoop ユーザーとして
ssh を使用してマスターノードに接続し、Grunt シェルを使用して Pig スクリプトをインタラクティブに開
発したり実行したりすることができます。Pig をインタラクティブに使用すると、バッチモードよりも簡
単に Pig スクリプトを変更できます。インタラクティブモードで Pig スクリプトの変更が完了したら、そ
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のスクリプトを Amazon S3 にアップロードし、バッチモードを使用してスクリプトを本稼働環境で実行
できます。また、実行中のクラスターで Pig コマンドをインタラクティブに送信し、必要に応じてデータ
の分析や変換を行うことができます。

バッチモードでは、Pig スクリプトを Amazon S3 にアップロードし、クラスターにステップとして作業を
送信します。Pig ステップは、長時間稼働クラスターまたは一時的なクラスターに送信できます。

Amazon EMR の以前の AMI バージョンの Spark アプ
リケーションの仕様。
Spark のインタラクティブな使用またはバッチモードでの使用
Amazon EMR では、Spark アプリケーションを次の 2 つのモードで実行できます。

• インタラクティブ
• バッチ

コンソールまたは AWS CLI を使用して長時間稼働クラスターを起動する場合、マスターノードに Hadoop 
ユーザーとして SSH 接続し、Spark シェルを使用して Spark アプリケーションをインタラクティブに開
発したり実行したりすることができます。Spark をインタラクティブに使用すると、Spark アプリケー
ションのプロトタイプ作成やテストをバッチ環境より簡単に行うことができます。Spark アプリケーショ
ンをインタラクティブモードで正常に変更したら、そのアプリケーションの JAR または Python プログラ
ムを、Amazon S3 上のクラスターのマスターノードに対してローカルにあるファイルシステムに配置でき
ます。その後、アプリケーションをバッチワークフローとして送信できます。

バッチモードで、Spark スクリプトを Amazon S3 またはローカルマスターノードファイルシステムにアッ
プロードした後、作業をクラスターにステップとして送信します。Spark ステップは、長時間稼働クラス
ターまたは一時的なクラスターに送信できます。

Spark がインストールされたクラスターの作成
コンソールを使用し、Spark がインストールされた状態でクラスターを起動するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
3. [Software Configuration] (ソフトウェア設定) で、必要な AMI リリースバージョンを選択します。
4. [Applications to be installed] で、リストから [Spark] を選択してから、[Configure and add] を選択しま

す。
5. 必要に応じて引数を追加して Spark 設定を変更します。詳細については、「Spark の設定 (p. 1378)」

を参照してください。[Add] (追加) を選択します。
6. 必要に応じて他のオプションを選択し、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

次の例は、Java を使用した Spark のあるクラスターを作成する方法を示します。

AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
SupportedProductConfig sparkConfig = new SupportedProductConfig() 
   .withName("Spark");

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest() 
   .withName("Spark Cluster") 
   .withAmiVersion("3.11.0") 
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   .withNewSupportedProducts(sparkConfig) 
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig() 
    .withEc2KeyName("myKeyName") 
    .withInstanceCount(1) 
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true) 
    .withMasterInstanceType("m3.xlarge") 
    .withSlaveInstanceType("m3.xlarge") 
   );    
RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request); 

Spark の設定
クラスターを作成するときに、Github の awslabs/emr-bootstrap-actions /spark リポジトリにあるブー
トストラップアクションを実行して Spark を設定します。ブートストラップアクションが受け入れる
引数については、そのリポジトリの README を参照してください。ブートストラップアクションは
$SPARK_CONF_DIR/spark-defaults.conf ファイルのプロパティを設定します。設定の詳細に
ついては、Spark ドキュメントで、Spark 設定トピックを参照してください。次の URL の「latest」
を、インストールする Spark のバージョン番号 (たとえば、2.2.0 http://spark.apache.org/docs/latest/ 
configuration.html) に置き換えることができます。

各アプリケーションの送信時に、Spark を動的に設定することもできます。spark 設定ファイルを使用
して、エグゼキュータのリソース割り当てを自動的に最大化する設定が使用できます。詳細については、
「Spark のデフォルト設定の上書き (p. 1379)」を参照してください。

Spark のデフォルト設定の変更
次の例は、AWS CLI で spark.executor.memory を 2G に設定してクラスターを作成する方法を示しま
す。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --ami-version 3.11.0 \
--applications Name=Spark, Args=[-d,spark.executor.memory=2G] --ec2-attributes 
 KeyName=myKey \
--instance-type m3.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles

Spark への作業の送信
作業をクラスターに送信するには、ステップを使用して EMR クラスターで spark-submit スクリプトを
実行します。addJobFlowStepsAmazonElasticMapReduceClient以下のメソッドを使用してステップを追
加します。

AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>(); 
   
StepConfig sparkStep = new StepConfig() 
 .withName("Spark Step") 
 .withActionOnFailure("CONTINUE") 
 .withHadoopJarStep(stepFactory.newScriptRunnerStep("/home/hadoop/spark/bin/spark-
submit","--class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/home/hadoop/spark/lib/spark-
examples-1.3.1-hadoop2.4.0.jar","10"));
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stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);

Spark のデフォルト設定の上書き

Spark のデフォルト設定値をアプリケーションごとに上書きすることができます。これは、ステップを使
用してアプリケーションを送信するとき (原則としてオプションが spark-submit に渡されます) に行
うことができます。たとえば、spark.executor.memory を変更することで、実行プログラムのプロセ
スに割り当てられたメモリを変更することができます。次のような引数を含む --executor-memory ス
イッチを指定できます。

/home/hadoop/spark/bin/spark-submit --executor-memory 1g --class 
 org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/spark-examples*.jar 10

同様に、--executor-cores と --driver-memory を調整できます。ステップでは、次の引数をステッ
プに指定できます。

--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /home/hadoop/spark/lib/
spark-examples*.jar 10

さらに、--conf オプションを使用して、組み込みスイッチがない設定を調整することもできます。調整
可能な他の設定の詳細については、Apache Spark ドキュメントの「Spark プロパティの動的なロード」を
参照してください。

Amazon EMR の以前の AMI バージョンと S3DistCp 
ユーティリティの相違点
Amazon EMR でサポートされる S3DistCp バージョン
次の S3DistCp バージョンは、Amazon EMR AMI リリースでサポートされています。1.0.7DistCp 以降の 
S3 バージョンは、クラスター上で直接見つかります。最新の機能を使用するには、/home/hadoop/lib
の JAR を使用します。

バージョン 説明 リリース日

1.0.8 --appendToLastFile、--
requirePreviousManifest、および --storageClass
オプションを追加します。

2014 年 1 月 3 日

1.0.7 --s3ServerSideEncryption オプションの追加。 2013 年 5 月 2 日

1.0.6 --s3Endpoint オプションの追加。 2012 年 8 月 6 日

1.0.5 実行する S3DistCp のバージョンを指定する機能が向上しま
した。

2012 年 6 月 27 日

1.0.4 --deleteOnSuccess オプションの強化。 2012 年 6 月 19 日

1.0.3 --numberFiles および --startingIndex オプションの追
加。

2012 年 6 月 12 日

1.0.2 グループ使用時のファイル名前付け機能の強化。 2012 年 6 月 6 日
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バージョン 説明 リリース日

1.0.1 S3 の初回リリースDistCp。 2012 年 1 月 19 日

S3DistCp コピーステップをクラスターに追加する
実行中のクラスターに S3DistCp コピーステップを追加するには、次のコマンドを入力
し、j-3GYXXXXXXXX9IOK をクラスター ID に置き換えて、mybucket を Amazon S3 バケット名に置き
換えます。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,\
Args=["--s3Endpoint,s3-eu-west-1.amazonaws.com",\
"--src,s3://mybucket/logs/j-3GYXXXXXX9IOJ/node/",\
"--dest,hdfs:///output",\
"--srcPattern,.*[a-zA-Z,]+"]

Example Amazon CloudFront ログを HDFS にロードする

この例では、実行中のクラスターにステップを追加して、Amazon CloudFront ログを HDFS にロードしま
す。このプロセスでは、圧縮フォーマットを Gzip ( CloudFront デフォルト) から LZO に変更します。LZO 
を使用して圧縮されたデータは解凍時に複数のマップに分割できるので便利です。Gzip のように、圧縮が
完了するのを待つ必要はありません。これにより、Amazon EMR を使用してデータを分析するときのパ
フォーマンスが改善します。また、この例では、--groupBy オプションで指定されている正規表現を使
用して、指定された時間のすべてのログを 1 つのファイルにまとめることによっても、パフォーマンスが
向上しています。Amazon EMR クラスターは、小さな Gzip 圧縮ファイルを多数処理するよりも、大きな
数個の LZO 圧縮ファイルを処理する方が効率的に動作します。LZO ファイルを分割するには、それらの
インデックスを作成して、hadoop-lzo サードパーティー製のライブラリを使用する必要があります。

Amazon CloudFront ログを HDFS にロードするには、次のコマンドを入力し、j-3GYXXXXXXXX9IOK を
クラスター ID に置き換えて、mybucket を Amazon S3 バケット名に置き換えます。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr add-steps --cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="S3DistCp step",Jar=/home/hadoop/lib/emr-s3distcp-1.0.jar,\
Args=["--src,s3://mybucket/cf","--dest,hdfs:///local",\
"--groupBy,.*XABCD12345678.([0-9]+-[0-9]+-[0-9]+-[0-9]+).*",\
"--targetSize,128",
"--outputCodec,lzo","--deleteOnSuccess"]

前述の例が、次の CloudFront ログファイルで実行された場合を考えてみてください。

s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.HLUS3JKx.gz
s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/cf/XABCD12345678.2012-02-23-01.I9CNAZrg.gz
s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.YRRwERSA.gz
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s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.dshVLXFE.gz
s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/cf/XABCD12345678.2012-02-23-02.LpLfuShd.gz 
   

S3 は、ファイルを次の 2DistCp つのファイルにコピー、連結、圧縮します。ファイル名は、正規表現によ
る一致によって決まります。

hdfs:///local/2012-02-23-01.lzo
hdfs:///local/2012-02-23-02.lzo 
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最新情報
このページでは、Amazon EMR 6.x と Amazon EMR 5.x の最新リリースで利用できる変更点と機能につい
て説明します。これらのリリースノートは、Amazon EMR リリース 6.10.0 (p. 2) ページと Amazon EMR 
リリース 5.36.0 (p. 270) ページでも参照できます。これらのページでは、各リリースのアプリケーション
バージョン、コンポーネントバージョン、および利用可能な設定分類も参照できます。

新しい Amazon EMR リリース利用可能になったときに更新を受け取るには、で Amazon EMR リリー
スノートの RSShttps://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/amazon-emr-release-notes.rss
フィードにサブスクライブします。

以前のリリースのリリースノートについては、を参照してくださいAmazon EMR リリースノートのアーカ
イブ (p. 1399)。

Note

Amazon EMR リリースは、AWS署名バージョン 4 (SigV4) を使用して Amazon S3 へのリクエ
ストを認証するようになりました。新しい S3 バケットにアクセスでき、ワークロードが中断さ
れるのを防ぐため、SigV4 をサポートする Amazon EMR リリースを使用することをお勧めしま
す。SigV4 をサポートする Amazon EMR リリースの詳細とリストについては、を参照してくださ
いAmazon EMRAWS と署名バージョン 4 (p. 1398)。

CVE-2021-44228
Note

Amazon EMR リリース 6.9.0 以降では、Log4j ライブラリを使用する Amazon EMR によってイン
ストールされたすべてのコンポーネントが Log4j バージョン 2.17.1 以降を使用します。

EC2 で実行されている Amazon EMR

CVE-2021-44228で説明されている問題は、信頼できないソースからの入力を処理する場合の、2.0.0から
2.14.1の間のApache Log4jコアバージョンに関連しています。5.34.0 までの Amazon EMR 5.x リリースと 
Amazon EMR 6.5.0 までの EMR 6.x リリースで起動された Amazon EMR クラスターには、これらのバー
ジョンの Apache Log4j を使用する Apache Hive、Flink、HUDI、Presto、Trino などのオープンソースフ
レームワークが含まれています。ただし、多くのお客様は Amazon EMR クラスターにインストールされ
たオープンソースフレームワークを使用して、信頼できないソースからの入力を処理してログに記録して
います。

次のセクションで説明するように、「Log4j CVE-2021-44228 用 Amazon EMR ブートストラップアクショ
ンソリューション」を適用することをお勧めします。このソリューションはCVE-2021-45046にも対応し
ています。

Note

Amazon EMR のブートストラップアクションスクリプトが 2022 年 9 月 7 日に更新され、Oozie 
のバグ修正と改善が追加されました。Oozie を使用する場合は、次のセクションで説明する更新
済みの Amazon EMR ブートストラップアクションソリューションを適用する必要があります。

Amazon EMR on EKS

Amazon EMR on EMR をデフォルト設定で EKS で使用する場合、CVE-2021-44228 で説明されている問
題の影響を受けず、Log4j CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046 用の Amazon EMR ブートストラップア
クションソリューション (p. 1383)セクションで説明されているソリューションを適用する必要はありま
せん。EKS 上の Amazon EMR の場合、Spark の Amazon EMR ランタイムは Apache Log4j バージョン 
1.2.17 を使用します。EKS で Amazon EMR を使用するときは、log4j.appenderコンポーネントのデ
フォルト設定をに変更しないでくださいlog。
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EMR ブートストラップアクションソリューション

Log4j CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046 用の 
Amazon EMR ブートストラップアクションソリュー
ション
このソリューションでは、Amazon EMR クラスターに適用する必要がある Amazon EMR ブートストラッ
プアクションが提供されます。Amazon EMR の各リリースについて、ブートストラップアクションスクリ
プトへのリンクが以下にあります。このブートストラップアクションを適用するには、次の手順を完了す
る必要があります。

1. Amazon EMR リリースに対応するスクリプトを、のローカル S3 バケットにコピーしますAWS アカ
ウント。Amazon EMR リリース固有のブートストラップスクリプトを使用していることを確認してく
ださい。

2. EMR クラスターのブートストラップアクションを設定して、EMR ドキュメントに記載されている手
順に従って S3 バケットにコピーされたスクリプトを実行します。EMR クラスター用に他のブートス
トラップアクションが設定されている場合は、このスクリプトが実行する最初のブートストラップア
クションスクリプトとして設定されていることを確認してください。

3. 既存の EMR クラスターを終了し、ブートストラップアクションスクリプトを使用して新しいクラス
ターを起動します。 AWSブートストラップスクリプトをテスト環境でテストし、アプリケーション
を検証してから本番環境に適用することをお勧めします。EMR のマイナーリリースに最新リビジョン 
(6.3.0 など) を使用していない場合は、最新リビジョン (6.3.1 など) を使用してから、上記の解決策を
適用する必要があります。

CVE-2021-44228 & CVE-2021-45046-EMR リリース用のブートストラップスクリプト

Amazon EMR リリースバージョ
ン

スクリプトの場所 スクリプトリリース日

6.5.0
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-6.5.0-v2.sh

2022 年 3 月 24 日

6.4.0
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-6.4.0-v2.sh

2022 年 3 月 24 日

6.3.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-6.3.1-v2.sh

2022 年 3 月 24 日

6.2.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-6.2.1-v2.sh

2022 年 3 月 24 日

6.1.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-6.1.1-v2.sh

2021 年 12 日

6.0.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-6.0.1-v2.sh

2021 年 12 日
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Amazon EMR リリースバージョ
ン

スクリプトの場所 スクリプトリリース日

5.34.0
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.34.0-v2.sh

2021 年 12 月 12 日

5.33.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.33.1-v2.sh

2021 年 12 月 12 日

5.32.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.32.1-v2.sh

2021 年 12 月 13 日

5.31.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.31.1-v2.sh

2021 年 12 月 13 日

5.30.2
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.30.2-v2.sh

2021 年 12 日

5.29.0
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.29.0-v2.sh

2021 年 12 日

5.28.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.28.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.27.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.27.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.26.0
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.26.0-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.25.0
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.25.0-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.24.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.24.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日
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Amazon EMR リリースバージョ
ン

スクリプトの場所 スクリプトリリース日

5.23.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.23.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.22.0
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.22.0-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.21.2
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.21.2-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.20.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.20.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.19.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.19.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.18.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.18.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.17.2
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.17.2-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.16.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.16.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.15.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.15.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.14.2
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.14.2-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.13.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.13.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日
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Amazon EMR リリースバージョ
ン

スクリプトの場所 スクリプトリリース日

5.12.3
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.12.3-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.11.4
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.11.4-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.10.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.10.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.9.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.9.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.8.3
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.8.3-v2.sh

2021 年 12 月 15日

5.7.1
s3://elasticmapreduce/
bootstrap-actions/log4j/
patch-log4j-emr-5.7.1-v2.sh

2021 年 12 月 15日

EMR リリースバージョン 2021年12月現在の最新リビジョン

6.3.0 6.3.1

6.2.0 6.2.1

6.1.0 6.1.1

6.0.0 6.0.1

5.33.0 5.33.1

5.32.0 5.32.1

5.31.0 5.31.1

5.30.0 5.30.2

5.28.0 5.28.1

5.27.0 5.27.1

5.24.0 5.24.1

5.23.0 5.23.1

5.21.0 5.21.2
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EMR リリースバージョン 2021年12月現在の最新リビジョン

5.20.0 5.20.1

5.19.0 5.19.1

5.18.0 5.18.1

5.0 5.17.2

5.16.0 5.16.1

5.15.0 5.1

5.14.0 5.14.2

5.13.0 5.13.1

5.12.0、5.12.1、5.12.2 5.12.3

5.11.0、5.11.1、5.11.2、5.11.3 5.11.4

5.9.0 5.9.1

5.8.0、5.8.1、5.8.2 5.8.3

5.7.0 5.7.1

よくある質問
• EMR 5 よりも古い EMR リリースは CVE-2021-44228 の影響を受けますか？

いいえ。 EMR リリース 5 より前の EMR リリースでは、2.0 より前のバージョンの Log4j が使用されて
います。

• このソリューションはCVE-2021-45046に対応していますか？

はい、このソリューションはCVE-2021-45046にも対処しています。
• このソリューションでは、EMR クラスターにインストールしたカスタムアプリケーションを処理できま

すか?

ブートストラップスクリプトは、EMR によってインストールされた JAR ファイルのみを更新します。
ブートストラップアクション、クラスターへのステップ送信、カスタム Amazon Linux AMI の使用、ま
たはその他のメカニズムを通じて、カスタムアプリケーションと JAR ファイルを EMR クラスターにイ
ンストールして実行する場合は、アプリケーションベンダーと協力して、カスタムアプリケーションが 
CVE-2021-44228 の影響を受けるかどうかを判断し、適切な解決策を決定してください。

• EKS の EMR でカスタマイズした Docker イメージをどのように処理すればよいですか?

カスタマイズした Docker イメージを使用して Amazon EMR on EMR にカスタムアプリケーションを追
加したり、カスタムアプリケーションファイルを使用して EKS 上の Amazon EMR にジョブを送信した
りする場合は、アプリケーションベンダーと協力して、カスタムアプリケーションが CVE-2021-44228 
の影響を受けるかどうかを判断し、適切な解決策を決定してください。

• CVE-2021-44228 および CVE-2021-45046 で説明されている問題を軽減するために、ブートストラップ
スクリプトはどのように機能しますか？

ブートストラップスクリプトは、新しい命令セットを追加して EMR 起動命令を更新します。これら
の新しい命令は、EMR によってインストールされたすべてのオープンソースフレームワークが Log4j 
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JndiLookup を通じて使用していたクラスファイルを削除します。これは、Log4j の問題に対処するため
に Apache が公開した推奨事項に従っています。

• Log4j バージョン 2.17.1 以降を使用する EMR のアップデートはありますか?

リリース 5.34 までの EMR 5 リリースとリリース 6.5 までの EMR 6 リリースでは、Log4j の最新バー
ジョンと互換性のない古いバージョンのオープンソースフレームワークが使用されています。これらの
リリースを引き続き使用する場合は、ブートストラップアクションを適用して CVE で説明されている
問題を軽減することをお勧めします。EMR 5 リリース 5.34 と EMR 6 リリース 6.5 以降、Log4j 1.x と 
Log4j 2.x を使用するアプリケーションは、それぞれ Log4j 1.2.17 (またはそれ以降) と Log4j 2.17.1 (ま
たはそれ以上) を使用するようにアップグレードされます。CVE の問題を軽減するために上記のブート
ストラップアクションを使用する必要はありません。

• EMR リリースはCVE-2021-45105 の影響を受けますか？

Amazon EMR が EMR のデフォルト設定でインストールしたアプリケーションは、CVE-2021-45105 の
影響を受けません。Amazon EMR によってインストールされるアプリケーションのうち、Apache Hive
のみがコンテキスト検索で Apache Log4j を使用し、不適切な入力データを処理するようなデフォルト
以外のパターンレイアウトは使用しません。

• Amazon EMR は、以下の CVE 開示のいずれかの影響を受けますか？

次の表には、Log4j に関連する CVE のリストと、各 CVE が Amazon EMR に影響するかどうかが記載
されています。この表の情報は、Amazon EMR がデフォルト設定を使用してアプリケーションをインス
トールする場合にのみ適用されます。

CVE EMR への影響 メモ

CVE-2022-23302 いいえ Amazon EMR は Log4j JMSSink 
をセットアップしません

CVE-2022-23305 いいえ Amazon EMR は Log4j JDBC ペ
ンダーをセットアップしません

CVE-2022-23307 いいえ Amazon EMR は Log4j チェーン
ソーをセットアップしません

CVE-2020-9493 いいえ Amazon EMR は Log4j チェーン
ソーをセットアップしません

CVE-2021-44832 いいえ Amazon EMR は Log4j 
JDBCApender を JNDI 接続文字
列でセットアップしません

CVE-2021-4104 いいえ Amazon EMR は Log4j 
JMsAndApiGClient を使用しま
せん

CVE-2020-9488 いいえ Amazon EMR によってインス
トールされるアプリケーション
は、Log4j SMTPAppender を使
用しません。

CVE-2019-17571 いいえ Amazon EMR はクラスターへの
パブリックアクセスをブロック
し、起動しません SocketServer

CVE-2019-17531 いいえ 最新の Amazon EMR リリー
スバージョンにアップグ
レードすることをお勧めしま
す。Amazon EMR 5.33.0 以降で
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CVE EMR への影響 メモ
は jackson-databind 2.6.7.4 以降
が使用され、EMR 6.1.0 以降で
は jackson-databind 2.10.0 以降
が使用されます。これらのバー
ジョンの jackson-databind は 
CVE の影響を受けません。

Amazon EMR 6.10.0 (6.x シリーズの最新リリース)
新しい Amazon EMR リリースは、数日間にわたって複数の異なるリージョンで利用可能になります。最
初のリージョンは初期リリース日になります。この期間中、お客様のリージョンで最新のリリースバー
ジョンが利用できない場合があります。

次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.10.0 に関する情報が含まれています。6.9.0 からの変
更が含まれています。リリースタイムラインの詳細については、変更ログを参照してください。

新機能

• Amazon EMR 6.10.0 は Apache Spark 3.3.1、Apache Spark RAPIDS 22.12.0、CUDA 11.8.0、Apache 
Hudi 0.12.2-amzn-0、Apache Iceberg 1.1.0-amzn-0、Trino 403、および PrestoDB 0.278.1 をサポートし
ています。

• Amazon EMR 6.10.0 には、Hudi テーブル内のデータへの読み取りアクセスを提供するネイティブ 
Trino-Hudi コネクタが含まれています。でコネクタをアクティブ化しtrino-cli --catalog hudi、
で要件に合わせてコネクタを設定できますtrino-connector-hudi。Amazon EMR とのネイティブ統
合により、Huditrino-connector-hive テーブルのクエリにを使用する必要がなくなりました。新し
いコネクタでサポートされる構成のリストについては、TrinoドキュメントのHudiコネクタページを参照
してください。

変更、機能強化、解決した問題

• Amazon EMR 6.10.0 では、Apache Spark の Amazon Redshiftminimal-json.jar インテグ
レーションへの依存関係が削除され、必要な Spark-Redshift (p. 2349) 関連の jar ファイルが 
Spark:spark-redshift.jar、、およびのエグゼキュータクラスパスに自動的に追加されま
すRedshiftJDBC.jar。spark-avro.jar

• 6.10.0 リリースでは、クラスター上のログ管理デーモンが改善され、EMR クラスター内の追加のログ
フォルダーを監視できるようになりました。この改善により、ディスクの過剰使用シナリオが最小限に
抑えられます。

• 6.10.0 リリースでは、停止するとクラスタ上のログ管理デーモンを自動的に再起動します。この改善に
より、ディスクの過剰使用によりノードが異常状態に見えるリスクが軽減されます。

• Amazon EMR 6.10.0 は、EMRFS ユーザーマッピングのリージョンエンドポイントをサポートしていま
す。

• Amazon EMR 6.10.0 以降では、デフォルトのルートボリュームサイズが 15 GB に増加しました。以前
のリリースでは、デフォルトのルートボリュームサイズは 10 GB でした。

• 6.10.0 リリースでは、残っているすべての Spark エグゼキューターが YARN リソースマネージャーのあ
る廃止ホスト上にある場合に Spark ジョブが停止する問題が修正されています。

• Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 では、動的パーティションと ORDER BY 句または SORT 
BY 句を使用する INSERT クエリには、常に 2 つのリデューサーがあります。この問題
は OSS の変更 HIVE-20703 が原因で、動的ソートパーティションの最適化はコストベー
スの決定下に置かれます。ワークロードで動的パーティションのソートが不要な場合
は、hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold-1プロパティをに設定して新機能を
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無効にし、リデューサーの数を正しく計算することをおすすめします。この問題は、HIVE-22269 の一
部として SSS Hve で修正されています。Amazon EMR 6.10.0 でも修正されています。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して新
しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を使
用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新しませ
ん。「Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR AMI を使用する」を参照してください。

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

Amazon Linux カーネルバー
ジョン

利用日 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル), アジアパ
シフィック (大阪), アジアパ
シフィック (シンガポール), 
アジアパシフィック (シド
ニー), アフリカ (ケープタウ
ン), 南米 (サンパウロ), 中東 
(バーレーン), 中東 (UAE)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (バージニア北部)

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル), アジアパ
シフィック (大阪), アジアパ
シフィック (シンガポール), 
アジアパシフィック (シド
ニー), アフリカ (ケープタウ
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

Amazon Linux カーネルバー
ジョン

利用日 サポートされるリージョン

ン), 南米 (サンパウロ), 中東 
(バーレーン), 中東 (UAE)

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル), アジアパ
シフィック (大阪), アジアパ
シフィック (シンガポール), 
アジアパシフィック (シド
ニー), アフリカ (ケープタウ
ン), 南米 (サンパウロ), 中東 
(バーレーン), 中東 (UAE)

Amazon EMR 5.36.0 (5.x シリーズの最新リリース)
新しい Amazon EMR リリースは、数日間にわたって複数の異なるリージョンで利用可能になります。最
初のリージョンは初期リリース日になります。この期間中、お客様のリージョンで最新のリリースバー
ジョンが利用できない場合があります。

次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.36.0 に関する情報が含まれています。5.35.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日:2022 年 6 月 15 日

新機能

• Amazon EMR リリース 5.36.0 では、Apache Ranger 対応クラスター上の Apache Spark によるデータ
定義言語 (DDL) のサポートが追加されています。これにより、Amazon EMR クラスターからのデータ
ベースやテーブルの作成、変更、削除などの操作のアクセス管理に Apache Ranger を使用できます。

• Amazon EMR 5.36.0 は、デフォルト AMI を使用するクラスターの Amazon Linux の自動アップデート
をサポートしています。「Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR AMI を使用する」を参照してく
ださい。
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (バージニア北部)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230119.14.14.301 2023 年 2 月 3 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20221210.14.14.301 2023 年 12 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

2.0.20221004.04.14.294 2022 年 11 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20220912.14.14.291 2022 年 10 月 7 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20220719.04.14.287 202年年年年 8月日 米国西部 (北カリフォルニ
ア)、欧州 (ストックホル
ム)、欧州 (ストックホル
ム)、欧州 (ストックホル
ム)、欧州 (ストックホル
ム)、欧州 (北カリフォルニ
ア)、欧州 (北カリフォルニ
ア)、欧州 (北カリフォルニ
ア)、欧州 (北カリフォルニ
ア)、欧州 (北

20220426.04.14.281 2022 年 6 月 14 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR 5.36.0 のアップグレードでは、aws-sdk 1.12.206、Hadoop 2.10.1-amzn-4、Hive 2.3.9-
amzn-2、Hudi 0.10.1-amzn-1、Spark 2.4.8-amzn-2、Presto 0.267-amzn-1、Amazon Glue コネクタ 
1.18.0、EMRFS 2.51.0 がサポートされるようになりました。

既知の問題

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
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• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク
トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMRAWS と署名バージョン 4
Amazon EMR リリースは、AWS署名バージョン 4 (SigV4) を使用して Amazon S3 へのリクエストを認
証するようになりました。2020 年 6 月 24 日以降に Amazon S3 で作成されたバケットは、署名バージョ
ン 2 (SIGv2) によって署名されたリクエストをサポートしません。2020 年 6 月 24 日以前に作成されたバ
ケットは、引き続き SIGv2 をサポートします。新しい S3 バケットにアクセスでき、ワークロードが中断
されるのを防ぐため、SigV4 をサポートする Amazon EMR リリースに移行することをお勧めします。

Apache Spark、Apache Hive、Presto などの Amazon EMR に含まれるアプリケーションを使用する場
合、SigV4 を使用するようにアプリケーションコードを変更する必要はありません。Amazon EMR に含ま
れていないカスタムアプリケーションを使用する場合、SigV4 を使用するようにコードを更新する必要が
ある場合があります。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「署名バージョン 2 から署名バー
ジョン 4 への移行」を参照してください。

次の Amazon EMR リリースは SIGv4 をサポートしていま
す:emr-4.7.4、emr-4.8.5、emr-4.9.6、emr-4.10.1、emr-5.1.1、emr-5.2.3、emr-5.3.2、emr-5.4.1、emr-5.5.4、emr-5.6.1、emr-5.7.1、emr-5.8.3、emr-5.9.1、emr-5.10.1、emr-5.10.1、emr-5.10.1、emr-5.10.1、emr-11.5.1 
4、emr-5.12.3、emr-5.13.1、emr-5.14.2、emr-5.15.1、emr-5.16.1、emr-5.17.2、emr-5.18.1、emr-5.19.1、emr-5.20.1、emr-5.20.1、emr-5.21.2、
および emr-5.22.0 以降。
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Amazon EMR リリースノートのアーカイブ
すべての Amazon EMR リリースに関する情報は以下から入手できます。各リリースの包括的なリリー
ス情報についてはAmazon EMR 6.x リリースバージョン (p. 2)、「」Amazon EMR 5.x リリースバージョ
ン (p. 267) および「」を参照してくださいAmazon EMR 4.x リリースバージョン (p. 1154)。

新しい Amazon EMR リリース利用可能になったときに更新を受け取るには、で Amazon EMR リリー
スノートの RSShttps://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/amazon-emr-release-notes.rss
フィードにサブスクライブします。

リリース 6.9.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.9.0 に関する情報が含まれています。Amazon EMR リ
リース 6.8.0 からの変更が含まれています。リリースタイムラインの詳細については、変更ログを参照し
てください。

新機能

• Amazon EMR リリース 6.9.0 は Apache Spark RAPIDS 22.08.0、Apache Hudi 0.12.1、Apache Iceberg 
0.14.1、Trino 398、および Tez 0.10.2 をサポートしています。

• Amazon EMR リリース 6.9.0 には、新しいオープンソースアプリケーションDelta Lake (p. 1564) 2.1.0 
が含まれています。

• Apache Spark に対する Amazon Redshift インテグレーションは、Amazon EMR リリース 6.9.0 以
降に含まれています。以前はオープンソースのツールでしたが、ネイティブインテグレーション
は、Amazon Redshift と Amazon Redshift Serverless のデータを読み書きする Apache Spark アプリ
ケーションを構築するために使用できる Spark コネクタです。詳細については、「Amazon EMR で 
Apache Spark 用の Amazon Redshift インテグレーションを使用する (p. 2348)」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 6.9.0 では、クラスターのスケールダウン中に Amazon S3 にログをアーカイ
ブするためのサポートが追加されています。以前は、クラスターの終了時にのみログファイルをアー
カイブできました。新機能により、クラスターで生成されたログファイルは、ノードが終了した後も 
Amazon S3 に残ります。詳細については、「クラスターのログ記録とデバッグを設定する」を参照して
ください。

• 長時間実行されるクエリをサポートするために、Trinoにはフォールトトレラント実行メカニズムが搭
載されました。フォールトトレラント実行では、失敗したクエリやそのコンポーネントタスクを再試
行することで、クエリの失敗を軽減できます。詳細については、「Trinoでのフォールトトレラント実
行 (p. 2266)」を参照してください。

• Amazon EMR で Apache Flink を使用すると、Apache Hive テーブルや、アイスバーグ、Kinesis、カフ
カなどの任意の FlinkBATCHSTREAM テーブルソースのメタデータを統合して処理できます。、、または 
Amazon EMR API を使用して、AWS Glue Data Catalog をAWS Management Console Flink のメタス
トアとして指定できます。AWS CLI詳細については、「Flink を設定する (p. 1573)」を参照してくださ
い。

• Amazon SageMaker Studio を使用して EC2 クラスター上の Amazon EMR で、Apache Spark、Apache 
Hive、および Presto クエリのAWS Identity and Access Management (IAM)AWS Lake Formation ラ
ンタイムロールとベースのアクセスコントロールを指定できるようになりました。詳細について
は、Amazon EMR ステップのランタイムロールを設定を参照してください。

既知の問題点

• Amazon EMR リリース 6.9.0 では、Trino は Apache Ranger に対応しているクラスターでは動作しませ
ん。レンジャーでトリノを使用する必要がある場合は、お問い合わせくださいAWS Support。

• Apache Spark 用の Amazon Redshift インテグレーションを使用していて、Parquet 形式のマイクロ秒精
度の時刻、タイムスタンプ、タイムスタンプ、またはタイムスタンプ.ptz がある場合、コネクタは時間
値を最も近いミリ秒の値に丸めます。回避策として、unload_s3_formatテキストアンロード形式パラ
メーターを使用してください。
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• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

• Amazon SageMaker Studio から Amazon EMR クラスターに接続すると、403 禁止レスポンスコードが
表示され、断続的に失敗することがあります。このエラーは、クラスターでの IAM ロールのセットアッ
プに 60 秒以上かかる場合に発生します。回避策として、Amazon EMR パッチをインストールして再試
行を有効にし、タイムアウトを最低 300 秒に増やすことができます。クラスターの起動時にブートスト
ラップアクションを適用するには、以下のステップを実行します。

1. 次の Amazon S3 URI から、ブートストラップスクリプトと RPM ファイルをダウンロードします。

s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-
rpms.sh
s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-actions/gcsc/emr-secret-
agent-1.18.0-SNAPSHOT20221121212949.noarch.rpm

2. 前の手順のファイルをお客様が所有する Amazon S3 バケットにアップロードします。バケット
は、AWS リージョンクラスターの起動先と同じ場所に存在する必要があります。

3. EMR クラスターを起動するときは、次のブートストラップアクションを含めてくださ
い。Bootstrap_URI と RPM_URI を Amazon S3 の対応する URI に置き換えます。

--bootstrap-actions "Path=bootstrap_URI,Args=[RPM_URI]"

• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"
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• Apache Flink にはネイティブ S3 FileSystem コネクタと Hadoop FileSystem コネクタが用意されてお
り、これらを使用してアプリケーションが FileSink Amazon S3 にデータを作成し、書き込むことができ
ます。これは、次の 2 FileSink つの例外のいずれかを除いて失敗します。

java.lang.UnsupportedOperationException: Recoverable writers on Hadoop are only supported 
 for HDFS

Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: 
 org.apache.hadoop.io.retry.RetryPolicies.retryOtherThanRemoteAndSaslException(Lorg/
apache/hadoop/io/retry/RetryPolicy;Ljava/util/Map;)Lorg/apache/hadoop/io/retry/
RetryPolicy; 
                                        at 
 org.apache.hadoop.yarn.client.RMProxy.createRetryPolicy(RMProxy.java:302) ~[hadoop-yarn-
common-3.3.3-amzn-0.jar:?]

回避策として、Amazon EMR パッチをインストールすると、Flink の上記の問題が修正されます。クラ
スターの起動時にブートストラップアクションを適用するには、次の手順を実行します。
1. Amazon E3 バケットにフリンクRPM をダウンロードします。RPM パスはですs3://DOC-
EXAMPLE-BUCKET/rpms/flink/。

2. 次の URI を使用して Amazon S3 からブートストラップスクリプトと RPM ファイルをダウンロード
します。regionNameAWS リージョンクラスターを起動する予定の場所に置き換えます。

s3://emr-data-access-control-regionName/customer-bootstrap-actions/gcsc/replace-rpms.sh

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR リリース 6.9.0 以降では、Log4j ライブラリを使用する Amazon EMR によってインス
トールされたすべてのコンポーネントが Log4j バージョン 2.17.1 以降を使用します。

• Amazon EMR バージョン 6.6.0、6.7.0、6.8.0 の Spark で DynamoDB コネクタを使用すると、入力
分割が空でないデータを参照している場合でも、テーブルからの読み取りはすべて空の結果を返しま
す。Amazon EMR リリース 6.9.0 では、この問題が修正。

• Amazon EMR 6.9.0 では、Spark SQL を使用してデータを読み取る際の Apache Hudi によるLake 
Formation ベースのアクセスコントロールが限定的にサポートされています。サポートは Spark SQL を
使用する SELECT クエリを対象としており、カラムレベルのアクセス制御に限定されています。詳細に
ついては、「Hudi とLake Formation」を参照してください。

• Amazon EMR 6.9.0 を使用してノードラベルを有効にした Hadoop クラスターを作成すると、YARN メ
トリクス API はデフォルトのパーティションではなく、すべてのパーティションにわたって集約された
情報を返します。詳細については、YARN-11414 を参照してください。

• Amazon EMR リリース 6.9.0 では、Trino を Java 17 を使用するバージョン 398 に更新しまし
た。Amazon EMR 6.8.0 で以前サポートされていた Trino のバージョンは Java 11 で実行されている 
Trino 388 でした。この変更について詳しくは、Trinoブログの「Java 17へのTrinoのアップデート」を参
照してください。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して新
しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を使
用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新しませ
ん。「Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR AMI を使用する」を参照してください。
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

Amazon Linux カーネルバー
ジョン

利用日 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (バージニア北部)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

Amazon Linux カーネルバー
ジョン

利用日 サポートされるリージョン

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

Amazon Linux カーネルバー
ジョン

利用日 サポートされるリージョン

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20221210.14.14.301 2023 年 1 月 12 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.8.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

Amazon Linux カーネルバー
ジョン

利用日 サポートされるリージョン

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

リリース 6.8.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.8.0 に関する情報が含まれています。6.7.0 からの変更
が含まれています。

新機能

• Amazon EMR ステップ機能が Apache Livy エンドポイントと JDBC/ODBC クライアントをサポートす
るようになりました。詳細については、Amazon EMR ステップのランタイムロールを設定を参照してく
ださい。

• Amazon EMR リリース 6.8.0 には Apache HBase リリース 2.4.12 が付属しています。この HBase リ
リースでは、HBase テーブルをアーカイブしたり削除したりできます。Amazon S3 アーカイブプロセ
スでは、すべてのテーブルファイルの名前がアーカイブディレクトリに変更されます。これはコストと
時間がかかるプロセスになる可能性があります。アーカイブ処理をスキップして、大きなテーブルをす
ばやく削除できるようになりました。詳細については、「HBase シェルを使用する (p. 1835)」を参照
してください。

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR リリース 6.5.0、6.6.0、または 6.7.0 が Apache Spark シェルを介して Apache Phoenix 
テーブルを読み込むと、Amazon EMRNoSuchMethodError はを生成しました。Amazon EMR リリー
ス 6.8.0 は、この問題を修正しました。
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.8.0

• Amazon EMR リリース 6.8.0 には Apache Hudi 0.11.1 が付属しています。ただし、Amazon EMR 6.8.0 
クラスターは Hudi 0.12.0hudi-spark3.3-bundle_2.12 のオープンソースとも互換性があります。

• Amazon EMR リリースバージョン 6.8.0 には、Apark3.3.0 が付属しています。この Spark リリースで
は、Apache Log4j 2log4j2.properties とそのファイルを使用して Spark プロセス内の Log4j を
設定します。クラスターで Spark を使用するか、カスタム設定パラメータで EMR クラスターを作成
し、Amazon EMR リリース 6.8.0 にアップグレードする場合は、Apache Log4j 2spark-log4j2 の新
しい設定分類とキー形式に移行する必要があります。詳細については、「Apache Log4j 1.x から Log4j 
2.x への移行 (p. 2316)」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して新
しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を使
用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新しませ
ん。「Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR AMI を使用する」を参照してください。

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (バージニア北部)

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.8.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.8.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230119.14.14.301 2023 年 2 月 3 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.8.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20221210.14.14.301 2023 年 12 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.8.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

2.0.20221004.04.14.294 2022 年 11 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20220912.14.14.291 2022 年 9 月 6 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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リリース 6.7.0

既知の問題点

• Amazon EMR バージョン 6.6.0、6.7.0、6.8.0 の Spark で DynamoDB コネクタを使用すると、入力分割
が空でないデータを参照している場合でも、テーブルからの読み取りはすべて空の結果を返します。こ
れは、Spark 3.2.0spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitstrue がデフォルトでに設定されているた
めです。回避策として、spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitsfalse明示的にに設定してくださ
い。Amazon EMR リリース 6.9.0 では、この問題が修正。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"

リリースタイムラインの詳細については、変更ログを参照してください。

リリース 6.7.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.7.0 に関する情報が含まれています。6.6.6.6.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日:2022 年 7 月 15 日
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リリース 6.7.0

新機能

• Amazon EMR は Apache Spark 3.2.1、Apache Hive 3.1.3、HUDI 0.11、PrestoDB 0.272、Trino 0.378 
をサポートするようになりました。

• EC2 クラスター上の Amazon EMR の EMR ステップ (Spark、Hive) による IAM ロールおよびLake 
Formation ベースのアクセスコントロールをサポートします。

• Apache Ranger 対応クラスターの Apache Spark データ定義ステートメントをサポートします。これに
は、Apache Ranger 対応クラスターでの Apache Hive メタデータの読み取りと書き込みの Trino アプ
リケーションのサポートが含まれるようになりました。詳細については、「Amazon EMR で Trino と 
Apache Ranger を使用してフェデレーションガバナンスを有効にする」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して新
しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を使
用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新しませ
ん。「Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR AMI を使用する」を参照してください。

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (バージニア北部)

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.7.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.7.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20230119.14.14.301 2023 年 2 月 3 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.7.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20221210.14.14.301 2023 年 12 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.7.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

2.0.20221004.04.14.294 2022 年 11 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (オレゴン)、カナダ (中
部)、ヨーロッパ (ストックホ
ルム)、ヨーロッパ (アイル
ランド)、ヨーロッパ (ロン
ドン)、ヨーロッパ (パリ)、
ヨーロッパ (フランクフル
ト)、ヨーロッパ (ミラノ)、
アジアパシフィック (香港)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京)、
アジアパシフィック (東京) 
ソウル)、アジアパシフィッ
ク (大阪)、アジアパシフィッ
ク (シンガポール)、アジア
パシフィック (シドニー)、
アフリカ (ケープタウン)、南
米 (サンパウロ)、中東 (バー
レーン)

20220912.14.14.291 2022 年 10 月 7 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20220719.04.14.287 202年年年年 8月日 us‑west‑1, eu‑west‑3,
eu‑north‑1, ap‑south‑1,
me‑south‑1
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.7.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20220606.14.14.281 2022 年 7 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

既知の問題点

• Amazon EMR リリース 6.5.0、6.6.0、または 6.7.0 が Apache Spark シェルを介して Apache Phoenix 
テーブルを読み取る場合、Amazon EMRNoSuchMethodErrorHbase.compat.version が間違った
ものを使用しているために問題が発生します。Amazon EMR リリース 6.8.0 では、この問題が修正され
ています。

• Amazon EMR バージョン 6.6.0、6.7.0、6.8.0 の Spark で DynamoDB コネクタを使用すると、入力分割
が空でないデータを参照している場合でも、テーブルからの読み取りはすべて空の結果を返します。こ
れは、Spark 3.2.0spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitstrue がデフォルトでに設定されているた
めです。回避策として、spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitsfalse明示的にに設定してくださ
い。Amazon EMR リリース 6.9.0 では、この問題が修正されています。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.6.0

• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"

リリース 6.6.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.6.0 に関する情報が含まれています。6.5.0 からの変更
が含まれています。

初回リリース日:2022 年 5 月 9 日

ドキュメントの更新日:2022 年 6 月 15 日

新機能

• Amazon EMR 6.6 では、Apache Spark 3.2、Apache Spark RAPIDS 22.02、CUDA 11、Apache Hudi 
0.10.1、Apache Iceberg 0.13、Trino 0.367、PrestoDB 0.267 がサポートされるようになりました。

• Amazon EMR リリース 6.6.0 以降では、デフォルトの Amazon Linux (AL) AMI オプションを使用して新
しい Amazon EMR クラスターを起動すると、Amazon EMR は自動的に最新の Amazon Linux AMI を使
用します。以前のリリースでは、Amazon EMR は最初のリリース後に Amazon Linux AMI を更新しませ
ん。「Amazon EMR にデフォルトの Amazon EMR AMI を使用する」を参照してください。

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230404.14.14.311 2023 年 4 月 18 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ

1418

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-default-ami.html


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.6.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230404.04.14.311 2023 年 4 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (バージニア北部)

20230320.04.14.309 2023 年 3 月 30 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.6.0

OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230307.04.14.305 2023 年 3 月 15 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20230207.04.14.304 2023 年 2 月 22 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20230119.14.14.301 2023 年 2 月 3 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20221210.14.14.301 2023 年 12 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20221103.34.14.296 2022 年 12 月 5 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

2.0.20221004.04.14.294 2022 年 11 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20220912.14.14.291 2022 年 10 月 7 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20220805.04.14.287 2022 年 8 月 30 日 us‑west‑1

20220719.04.14.287 202年年年年 8月日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)
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OsReleaseLabel 
(アマゾ
ン Linux 
版)

アマゾン Linux カーネルバー
ジョン

ご利用可能な日付 サポートされるリージョン

20220426.04.14.281 202年 6 月 10 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

20220406.14.14.275 2022 年 5 月 2 日 米国東部 (バージニア北部)、
米国東部 (オハイオ)、米国
西部 (北カリフォルニア)、
米国西部 (オレゴン)、カナ
ダ (中部)、ヨーロッパ (ス
トックホルム)、ヨーロッパ 
(アイルランド)、ヨーロッパ 
(ロンドン)、ヨーロッパ (パ
リ)、ヨーロッパ (フランク
フルト)、ヨーロッパ (ミラ
ノ)、アジアパシフィック (香
港)、アジアパシフィック (ム
ンバイ)、アジアパシフィッ
ク (東京)、アジアパシフィッ
ク (東京) ソウル)、アジアパ
シフィック (大阪)、アジアパ
シフィック (シンガポール)、
アジアパシフィック (シド
ニー)、アフリカ (ケープタウ
ン)、南米 (サンパウロ)、中
東 (バーレーン)

• Amazon EMR 6.6 以降では、Log4j 1.x と Log4j 2.x を使用するアプリケーションは、それぞれ Log4j 
1.2.17 (またはそれ以上) と Log4j 2.17.1 (またはそれ以上) を使用するようにアップグレードされま
す。CVE の問題を軽減するために提供されているブートストラップアクションを使用する必要はありま
せん。

• [マネージドスケーリング] Spark shuffle データマネージドスケーリングの最適化-Amazon EMR バー
ジョン 5.34.0 以降、および EMR バージョン 6.4.0 以降では、マネージドスケーリングは Spark shuffle 
データ対応 (Spark が特定の操作を実行するためにパーティション間で再配布するデータ) になりまし
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た。シャッフルオペレーションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドと Spark プログラミングガ
イドの「Amazon EMR での EMR マネージドスケーリングの使用」を参照してください。

• Amazon EMR 5.32.0 および 6.5.0 以降、Apache Spark の動的エグゼキュータサイ
ジングはデフォルトで有効になっています。この機能をオンまたはオフにするに
は、spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled構成パラメーターを使用できます。

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR は、EMR のデフォルト AMI オプションを使用し、Apache Hadoop、Apache 
Spark、Apache Hive などの一般的なアプリケーションのみをインストールするクラスターでは、クラス
ターの起動時間を平均で最大 80 秒短縮します。

既知の問題点

• Amazon EMR リリース 6.5.0、6.6.0、または 6.7.0 が Apache Spark シェルを介して Apache Phoenix 
テーブルを読み取る場合、Amazon EMRNoSuchMethodErrorHbase.compat.version が間違った
ものを使用しているために問題が発生します。Amazon EMR リリース 6.8.0 は、この問題を修正しまし
た。

• Amazon EMR バージョン 6.6.0、6.7.0、6.8.0 の Spark で DynamoDB コネクタを使用すると、入力分割
が空でないデータを参照している場合でも、テーブルからの読み取りはすべて空の結果を返します。こ
れは、Spark 3.2.0spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitstrue がデフォルトでに設定されているた
めです。回避策として、spark.hadoopRDD.ignoreEmptySplitsfalse明示的にに設定してくださ
い。Amazon EMR リリース 6.9.0 では、この問題が修正されています。

• Trino の長時間稼働クラスターでは、Amazon EMR 6.6.0 で Trino jvm.config のガベージコレクション
ロギングパラメータが有効になり、ガベージコレクションログからより詳細な情報を得ることができま
す。この変更により、多くのガベージコレクションログが launcher.log (/var/log/trino/launcher.log) ファ
イルに追加されます。Amazon EMR 6.6.0 で Trino クラスターを実行している場合、クラスターを数日
間稼働させた後に、ログが追加されたためにノードがディスク容量不足になることがあります。

この問題の回避策は、Amazon EMR 6.6.0 のクラスターを作成またはクローニングするときに、以下の
スクリプトをブートストラップアクションとして実行し、jvm.config のガベージコレクションロギング
パラメータを無効にすることです。

#!/bin/bash 
  set -ex 
  PRESTO_PUPPET_DIR='/var/aws/emr/bigtop-deploy/puppet/modules/trino' 
  sudo bash -c "sed -i '/-Xlog/d' ${PRESTO_PUPPET_DIR}/templates/jvm.config"

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特性がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。
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• Amazon EMR リリース 5.36.0 と 6.6.0 ～ 6.9.0 では、SecretAgent Log4j2 プロパティのファイル名
パターン設定が正しくないため、RecordServerサービスコンポーネントでログデータが失われる可能
性があります。構成が正しくないと、コンポーネントは 1 日に 1 つのログファイルしか生成しません。
ローテーション戦略が実行されると、期待どおりに新しいログファイルが生成されるのではなく、既存
のファイルが上書きされます。回避策として、ブートストラップアクションを使用して 1 時間ごとにロ
グファイルを生成し、ファイル名に自動インクリメント整数を追加してローテーションを処理します。

Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 のリリースでは、クラスターを起動するときに次のブートストラップア
クションを使用します。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-6x/replace-puppet.sh,Args=[]"

Amazon EMR 5.36.0 では、クラスターを起動するときに次のブートストラップアクションを使用しま
す。

‑‑bootstrap‑actions "Path=s3://emr-data-access-control-us-east-1/customer-bootstrap-
actions/log-rotation-emr-5x/replace-puppet.sh,Args=[]"

リリース 5.35.0
これは Amazon EMR リリース 5.35.0 リリースノートです。

次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.35.0 に関する情報が含まれています。5.34.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日:2022 年 3 月 30 日

新機能

• Log4j 1.x と Log4j 2.x を使用する Amazon EMR リリース 5.35 アプリケーションは、それぞれ Log4j 
1.2.17 (またはそれ以上) と Log4j 2.17.1 (またはそれ以上) を使用するようにアップグレードされます。
以前のリリースの CVE の問題を軽減するためにブートストラップアクションを使用する必要はありませ
ん。 CVE-2021-44228 (p. 1382) を参照してください。

変更、機能強化、解決された問題

Flink が利用可能に

タイプの変更 説明

アップグレード • Flink のバージョン 1.14.2 に更新。
• log4j が 2.17.1 にアップグレードされました。

Hadoop の変更が含まれています

タイプの変更 説明

EMR 5.34.0 以降の Hadoop オープンソースバック
ポート

• YARN-10438: クライアント RM サービス 
#getContainerReport () でヌルコンテナ ID を処
理

• YARN-7266: タイムラインサーバーのイベント
ハンドラースレッドがロックされています
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タイプの変更 説明
• YARN-10438: RollingLevelDb ファイルが破損し

ているか見つからないと ATS 1.5 が起動しない
• HADOOP-13500: 設定プロパティオブジェクト

のイテレーションを同期中
• YARN-10651: CapacityScheduler 

NPEが挿入されているとクラッシュ
しました AbstractYarnScheduler。 
updateNodeResource()

• HDFS-12221: 中の余分な部分を置換してくださ
い XmlEditsVisitor

• HDFS-16410: XML 構文解析が安全でない場合 
OfflineEditsXmlLoader

Hadoop の変更と修正 • KMS と HTTPFS で使用されている Tomcat が 
8.5.75 にアップグレードされました

• FileSystemOptimizedCommitterV2 では、成
功マーカーはコミッターの作成時に定義され
た CommitJob 出力パスに書き込まれていまし
た。CommitJob とタスクレベルの出力パスは異
なる場合があるため、マニフェストファイルで
定義されているパスを使用するように修正され
ました。Hive ジョブの場合、これにより、動的
パーティションや UNION ALL などの操作を実
行すると、成功マーカーが正しく書き込まれま
す。

Hive の変更

タイプの変更 説明

Hive を JIRA の修正を含めてオープンソースリ
リース 2.3.9 にアップグレードしました

• HIVE-17155: HiveConf .java の findConfFile () に
は、設定パスに関するいくつかの問題がありま
す

• HIVE-24797: Avro スキーマを解析するときのデ
フォルト値の検証を無効にする

• HIVE-21563: registerAllFunctions 一度無効にす
ることでテーブル #getEmptyTable のパフォーマ
ンスを向上させる

• HIVE-18147: java.net でテストが失敗することが
ある。 BindException: アドレスは既に使用され
ています

• HIVE-24608: Hive 2.3.x の HMS クライアントで 
get_table に戻す

• HIVE-21200: ベクトル化-日付カラムに java.lang 
を投げる UnsupportedOperationException 寄木
細工用

• HIVE-19228: コモンズHTTPクライアント 3.x の
使用を削除

EMR 5.34.0 以降の Hive オープンソースバック
ポート

• HIVE-19990: ジョイン条件にインターバルリテ
ラルを含むクエリが失敗する
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タイプの変更 説明
• HIVE-25824: ブランチ 2.3 を log4j 2.17.0 にアッ

プグレード
• TEZ-4062: 投機的試行のスケジューリングはタ

スクが完了したら中止すべき
• TEZ-4108:投機的実行の競合状態中の 

NullPointerException
• TEZ-3918: tez.task.log.level の設定が機能しない

Hive のアップグレードと修正 • Log4j のバージョンを 2.17.1 にアップグレード
してください

• ORC バージョン 1.4.3 にアップグレードしてく
ださい

• ペナルティスレッドによるデッドロックが修正
されました ShuffleScheduler

新機能 • Hive クエリを AM ログに印刷する機
能が追加されました。これはデフォル
トでは無効になっています。フラグ/会
議:tez.am.emr.print.hive.query.in.log。
ステータス (デフォルト): FALSE。

Oozie が変更されました

タイプの変更 説明

Oozie オープンソースバックポート (EMR 5.34.0 
以降)

• OOZIE-3652: Oozie ランチャーは、 
NoSuchFileException 発生時にディレクトリ一覧
を再試行する必要がある

Pig の変更

タイプの変更 説明

アップグレード • log4j が 1.2.17 にアップグレードされました。

既知の問題

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特徴がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。
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この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

リリース 5.34.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.34.0 に関する情報が含まれています。5.33.1 からの
変更が含まれています。

初回リリース日:2022 年 1 月 20 日

リリース日:2022 年 3 月 21 日

新機能

• [マネージドスケーリング] Spark shuffle データマネージドスケーリングの最適化-Amazon EMR バー
ジョン 5.34.0 以降、および EMR バージョン 6.4.0 以降では、マネージドスケーリングは Spark shuffle 
データ対応 (Spark が特定の操作を実行するためにパーティション間で再配布するデータ) になりまし
た。シャッフルオペレーションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドと Spark プログラミングガ
イドの「Amazon EMR での EMR マネージドスケーリングの使用」を参照してください。

• [Hudi] Hudiの設定を簡素化するための改善。オプティミスティック同時実行制御はデフォルトで無効に
なっています。

変更、拡張、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• 以前は、マルチマスタークラスターのリソースマネージャーを手動で再起動すると、Zookeeper など
の Amazon EMR オンクラスターデーモンが、Zookeeper znode ファイル内の以前に廃止または失われ
たノードをすべてリロードしていました。これにより、特定の状況でデフォルトの制限を超えることが
ありました。Amazon EMR は、1 時間以上経過した廃止または失われたノードレコードを ZooKeeper 
ファイルから削除するようになり、内部制限が引き上げられました。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• Zeppelin をバージョン 0.10.0 にアップグレードしました。
• Livy 修正-0.7.1 にアップグレードしました
• Spark パフォーマンスの向上-EMR 5.34.0 で特定の Spark 設定値が上書きされると、異機種エグゼ

キューターが無効になります。
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• WebHDFS と HttpFS サーバーはデフォルトで無効になっています。Hadoop 設定
dfs.webhdfs.enabled を使用して WebHDF を再度有効にすることができます。HttpFS サーバーを
起動するには、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用します。

既知の問題点

• Livy ユーザー偽装で使用される Amazon EMR Notebooks 機能は、HttpFS がデフォルトで無効になって
いるため機能しません。この場合、EMR notebooks は Livy 偽装が有効になっているクラスターに接続
できません。回避策は、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用して EMR notebooks をク
ラスターに接続する前に、HttpFS サーバーを起動することです。

• Apache Hadoop HttpFS サーバーはデフォルトで無効になるため、Hue クエリは Amazon EMR 6.4.0 で
は機能しません。Amazon EMR 6.4.0 で Hue を使用するには、を使用して Amazon EMR プライマリ
ノードで HttpFS サーバーを手動で起動するかsudo systemctl start hadoop-httpfs、または
Amazon EMR のステップを使用します。

• Livy ユーザー偽装で使用される Amazon EMR Notebooks 機能は、HttpFS がデフォルトで無効になって
いるため機能しません。この場合、EMR notebooks は Livy 偽装が有効になっているクラスターに接続
できません。回避策は、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用して EMR notebooks をク
ラスターに接続する前に、HttpFS サーバーを起動することです。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特徴がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

リリース 6.5.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.5.0 に関する情報が含まれています。6.4.0 からの変更
が含まれています。

初回リリース日:2022 年 1 月 20 日

リリース日:2022 年 3 月 21 日

新機能

• [マネージドスケーリング] Spark shuffle データマネージドスケーリングの最適化-Amazon EMR バー
ジョン 5.34.0 以降、および EMR バージョン 6.4.0 以降では、マネージドスケーリングは Spark shuffle 
データ対応 (Spark が特定の操作を実行するためにパーティション間で再配布するデータ) になりまし
た。シャッフルオペレーションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドと Spark プログラミングガ
イドの「Amazon EMR での EMR マネージドスケーリングの使用」を参照してください。
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• Amazon EMR 5.32.0 および 6.5.0 以降、Apache Spark の動的エグゼキュータサイ
ジングはデフォルトで有効になっています。この機能をオンまたはオフにするに
は、spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled構成パラメーターを使用できます。

• 膨大な分析データセット用の Apache Iceberg オープンテーブルフォーマットのSupport
• ranger-trino-plugin 2.0.1-amzn-1 のSupport
• トレー 0.5.0 のSupport

変更、拡張、解決した問題

• Amazon EMR 6.5 リリースバージョンは Apache Iceberg 0.12.0 をサポートするようになり、Apache 
Spark 用の Amazon EMR ランタイム、Presto 用の Amazon EMR ランタイム、Apache Hive 用の 
Amazon EMR ランタイムにより、ランタイムが改善されています。

• Apache Iceberg は Amazon S3 の大規模データセット用のオープンテーブル形式で、大規模なテーブル
での高速クエリパフォーマンス、アトミックコミット、同時書き込み、SQL 互換のテーブルエボリュー
ションを実現します。EMR 6.5 では、Apache Spark 3.1.2 をアイスバーグテーブルフォーマットで使用
できます。

• Apache Hudi 0.9 では、スパーク SQL DDL と DML のサポートが追加されています。これにより、SQL 
ステートメントだけを使用して Hudi テーブルを作成、アップサートできます。Apache Hudi 0.9 には、
クエリ側とライター側のパフォーマンスの向上も含まれています。

• Apache Hive 用 Amazon EMR Runtime for Apache Hive は、ステージング操作中の名前変更操作を削除
することで Amazon S3 での Apache Hive のパフォーマンスを向上させ、テーブルの修復に使用される
メタストアチェック (MSCK) コマンドのパフォーマンスを向上させます。

既知の問題点

• Amazon EMR リリース 6.5.0、6.6.0、または 6.7.0 が Apache Spark シェルを介して Apache Phoenix 
テーブルを読み取る場合、Amazon EMRNoSuchMethodErrorHbase.compat.version が間違った
ものを使用しているために問題が発生します。Amazon EMR リリース 6.8.0 では、この問題が修正され
ています。

• 高可用性 (HA) の Hbase バンドルクラスターは、デフォルトのボリュームサイズとインスタンスタイ
プでのプロビジョニングに失敗します。この問題の回避策は、ルートボリュームサイズを増やすことで
す。

• Apache Oozie で Spark アクションを使用するには、Oozieworkflow.xml ファイルに次の設定を追加
する必要があります。そうしないと、Hadoop や EMRFS などの重要なライブラリが、Oozie が起動す
る Spark エグゼキューターのクラスパスから欠落することになります。

<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特徴がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

1431

https://iceberg.apache.org/
https://www.utf8-chartable.de/


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.4.0

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

リリース 6.4.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.4.0 に関する情報が含まれています。6.3.0 からの変更
が含まれています。

初回リリース日: 2021 年 9 月 20 日

リリース日:2022 年 3 月 21 日

サポートされているアプリケーション

• AWS SDK for Java バージョン 1.12.31
• CloudWatch シンクバージョン 2.2.0
• DynamoDB Connector バージョン 4.16.0
• EMRFS バージョン 2.47.0
• Amazon EMR Goodies バージョン 3.2.0
• Amazon EMR Kinesis Connector バージョン 3.5.0
• Amazon EMR Record Server バージョン 2.1.0
• Amazon EMR Scripts バージョン 2.5.0
• Flink バージョン 1.13.1
• Ganglia バージョン 3.7.2
• AWS Glue Hive Metastore Client バージョン 3.3.0
• Hadoop バージョン 3.2.1-amzn-4
• HBase バージョン 2.4.4-amzn-0
• ase-operator-tools
• HCatalog バージョン 3.1.2-amzn-5
• Hive バージョン 3.1.2-amzn-5
• Hudi バージョン 0.8.0-amzn-0
• Hue バージョン 4.9.0
• Java JDK バージョン Corretto-8.302.08.1 (ビルド 1.8.0_302-b08)
• JupyterHub バージョン 1.4.1
• Livy バージョン 0.7.1-incubating
• MXNet バージョン 1.8.0
• Oozie バージョン 5.2.1
• Phoenix バージョン 5.1.2
• Pig バージョン 0.17.0
• Presto バージョン 0.254.1-amzn-0
• Trino バージョン 359
• Apache Ranger KMS (マルチマスター透過的暗号化) バージョン 2.0.0
• ranger-plugins 2.0.1-amzn-0
• ranger-s3-plugin 1.2.0
• SageMaker Spark SDK バージョン 1.4.1
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• Scala バージョン 2.12.10 (OpenJDK 64 ビットサーバー VM、Java 1.8.0_282)
• Spark バージョン 3.1.2-amzn-0
• spark-rapids 0.4.1
• Sqoop バージョン 1.4.7
• TensorFlow バージョン 2.4.1
• tez バージョン 0.9.2
• Zeppelin バージョン 0.9.0
• Zookeeper バージョン 3.5.7
• コネクタおよびドライバー: DynamoDB Connector 4.16.0

新機能

• [マネージドスケーリング] Spark shuffle データマネージドスケーリングの最適化-Amazon EMR バー
ジョン 5.34.0 以降、および EMR バージョン 6.4.0 以降では、マネージドスケーリングは Spark shuffle 
データ対応 (Spark が特定の操作を実行するためにパーティション間で再配布するデータ) になりまし
た。シャッフルオペレーションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドと Spark プログラミングガ
イドの「Amazon EMR での EMR マネージドスケーリングの使用」を参照してください。

• Apache Ranger 対応の Amazon EMR クラスターでは、Apache Spark SQL を使用して、INSERT 
INTO、INSERT OVERWRITE、および ALTER TABLE で Apache Hive メタストアテーブルでデータの挿
入または更新を実行できます。Spark SQL で ALTER TABLE を使用する場合、パーティションの場所は
テーブルの場所の子ディレクトリである必要があります。Amazon EMR は現在、パーティションの場所
がテーブルの場所と異なるパーティションへのデータの挿入をサポートしていません。

• PrestoSQL は Trino に名称変更されています。
• Hive: LIMIT 句を使用した簡単な SELECT クエリの実行は、LIMIT 句に記述されているレコード数

がフェッチされたらすぐにクエリの実行を停止すると、高速化されます。簡単な SELECT クエリ
は、GROUP BY/ORDER BY 句のないクエリ、またはリデューサーステージのないクエリです。例え
ば、SELECT * from <TABLE> WHERE <Condition> LIMIT <Number>。

Hudi の同時実行制御

• Hudi はオプティミスティック同時実行制御 (OCC) をサポートするようになりました。この OCC を 
UPSERT や INSERT などの書き込みオペレーションで利用して、複数のライターから同じ Hudi テー
ブルへの変更を許可できます。これはファイルレベルの OCC であるため、2 つのコミット (またはラ
イター) は、その変更が競合しなければ、同じテーブルに書き込むことができます。詳細については、
「Hudi Concurrency Control」を参照してください。

• Amazon EMR クラスターには Zookeeper がインストールされており、OCC のロックプロバイダーとし
て利用できます。この機能を使いやすくするために、Amazon EMR クラスターには次のプロパティが事
前設定されています。

hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
hoodie.write.lock.zookeeper.url=<EMR Zookeeper URL>
hoodie.write.lock.zookeeper.port=<EMR Zookeeper Port>
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path=/hudi

OCC を有効にするには、Hudi ジョブオプションを使用して、または Amazon EMR 設定 API を使用し
てクラスターレベルで、次のプロパティを設定する必要があります。

hoodie.write.concurrency.mode=optimistic_concurrency_control
hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY (Performs cleaning of failed writes lazily 
 instead of inline with every write)
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key=<Key to uniquely identify the Hudi table> (Table 
 Name is a good option)
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Hudi モニタリング:Hudi メトリクスをレポートするための Amazon CloudWatch の統合

• Amazon EMR は、Amazon EMR メトリクスのAmazon EMR の公開をサポートしています 
CloudWatch。これを有効にするには、次の必要な設定を行います。

hoodie.metrics.on=true
hoodie.metrics.reporter.type=CLOUDWATCH

• 変更できるオプションの Hudi 設定を以下に示します。

設定 説明 値

hoodie.metrics.cloudwatch.report.period.secondsAmazon Amazon にメトリクス
をレポートする頻度 (秒単位) 
CloudWatch

デフォルト値は 60 秒
で、Amazon が提供するデフォ
ルトの 1 分の解像度では問題あ
りません CloudWatch

hoodie.metrics.cloudwatch.metric.prefix各メトリクス名に追加するプレ
フィックス

デフォルト値は空です (プレ
フィックスなし)

hoodie.metrics.cloudwatch.namespaceメトリクスが公開される 
Amazon CloudWatch 名前空間

デフォルト値は Hudi です

フーディー、メトリクス、クラ
ウドウォッチ。 maxDatumsPer
リクエスト

Amazon Amazon への 1 つのリ
クエストに含めるデータムの最
大数 CloudWatch

デフォルト値は 20 で、Amazon 
Amazon CloudWatch のデフォ
ルトと同じです

Amazon EMR Hudi の設定のサポートと改善

• EMR 設定 API と再設定機能を利用して、クラスターレベルで Hudi 設定を構成できるようになりまし
た。Spark、Hive などの他のアプリケーションに似た /etc/hudi/conf/hudi-defaults.conf を使用して、新し
いファイルベースの設定のサポートが導入されました。EMR では、ユーザーエクスペリエンスを向上さ
せるためにデフォルト設定はほとんどありません。

— hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl  はクラスター Hive サーバ URL に設定されるため、
指定する必要がなくなりました。これは、Spark クラスターモードでジョブを実行する場合に特に便利
です。この場合、以前は Amazon EMR マスター IP を指定する必要がありました。

— HBase 固有の設定。Hbase のインデックスを Hudi で使用する場合に役立ちます。

— 同時実行制御で説明されているように、Zookeeper はプロバイダー固有の設定をロックします。これ
により、オプティミスティック同時実行制御 (OCC) の使用が容易になります。

• 渡す必要がある設定の数を減らし、可能な場合は自動的に推測するために、追加の変更が導入されまし
た。

— partitionBy  キーワードは、パーティション列を指定するために使用できます。

— Hive Sync を有効にすると、HIVE_TABLE_OPT_KEY, HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY, 
HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY を渡すのは必須ではなくなります。これらの値
は、Hudi テーブル名とパーティションフィールドから推測できます。

— KEYGENERATOR_CLASS_OPT_KEY を渡すのは必須ではなく、より単純な SimpleKeyGenerator お
よび ComplexKeyGenerator のケースから推測できます。
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Hudi Caveats

• Hudi では、読み取り時マージ (MoR) テーブルおよびブートストラップテーブルの Hive でのベクト
ル化された実行をサポートしていません。例えば、hive.vectorized.execution.enabled が 
true に設定されている場合、Hudi リアルタイムテーブルで count(*) は失敗します。回避策とし
て、hive.vectorized.execution.enabled を false に設定して、ベクトル化された読み取りを
無効にすることができます。

• マルチライターサポートは、Hudi ブートストラップ機能とは互換性がありません。
• Flink Streamer と Flink SQL は、このリリースでは実験的な機能です。これらの機能は、実稼働環境で

の使用はお勧めしません。

変更、機能強化、解決した問題

これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• 以前は、マルチマスタークラスターのリソースマネージャーを手動で再起動すると、Zookeeper など
の Amazon EMR オンクラスターデーモンが、Zookeeper znode ファイル内の以前に廃止または失われ
たノードをすべてリロードしていました。これにより、特定の状況でデフォルトの制限を超えることが
ありました。Amazon EMR は、1 時間以上経過した廃止または失われたノードレコードを ZooKeeper 
ファイルから削除するようになり、内部制限が引き上げられました。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• Apache YARN タイムラインサーバーのバージョン 1 および 1.5 のパフォーマンスの問題を修正するた
めのクラスターの設定

Apache YARN タイムラインサーバーのバージョン 1 および 1.5 では、特に Amazon EMR のデフォル
ト設定である、yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled=true非常にア
クティブで大規模な EMR クラスターでパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。オープン
ソースの YARN タイムラインサーバー v2 では、YARN タイムラインサーバーのスケーラビリティに関
連するパフォーマンスの問題が解決されています。

この問題の他の回避策には、次のものがあります。
• yarn.リソースマネージャーの設定。 system-metrics-publisheryarn-site.xml で.enabled=false が含まれ

ています。
• クラスターの作成時にこの問題の修正を有効にします (以下を参照)。

次の Amazon EMR リリースには、この YARN タイムラインサーバーのパフォーマンス問題の修正が含
まれています。

EMR 5.30.2、5.31.1、5.32.1、5.33.1、5.34.x、6.0.1、6.1.1、6.2.1、6.3.1、6.4.x
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上記に示されている Amazon EMR リリースで修正を有効にするには、aws emr create-cluster
コマンドのパラメータ --configurations file://./configurations.json で渡される設定の 
JSON ファイルで、以下のプロパティを true に設定します。または、再構成コンソール UI を使用して
修正を有効にします。

configurations.json ファイルの内容の例

[
{
"Classification": "yarn-site",
"Properties": {
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.timeline-server-v1.enable-batch": "true",
"yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled": "true"
},
"Configurations": []
}
]

• WebHDFS と HttpFS サーバーはデフォルトで無効になっています。Hadoop 設定
dfs.webhdfs.enabled を使用して WebHDF を再度有効にすることができます。HttpFS サーバーを
起動するには、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用します。

• Amazon Linux リポジトリでは、現在、HTTPS がデフォルトで有効になります。Amazon S3 VPCE ポ
リシーを使用して特定のバケットへのアクセスを制限する場合は、新しい Amazon Linux バケット ARN
arn:aws:s3:::amazonlinux-2-repos-$region/* をポリシーに追加する ($region を、エンド
ポイントがあるリージョンに置き換える) 必要があります。詳細については、AWS フォーラムの次の
トピックを参照してください。Announcement: Amazon Linux 2 now supports the ability to use HTTPS 
while connecting to package repositories

• Hive: 最後のジョブに HDFS でスクラッチディレクトリを使用できるようにすると、書き込みクエリの
パフォーマンスが向上します。最後のジョブの一時データは Amazon S3 ではなく HDFS に書き込ま
れ、データは Amazon S3 デバイス間ではなく HDFS から最後のテーブルの場所 (Amazon S3) に移動さ
れるため、パフォーマンスが向上します。

• Hive: Glue メタストアパーティションプルーニングにより、クエリのコンパイル時間が最大 2.5 倍に改
善されています。

• デフォルトでは、組み込みの UDF が Hive から Hive メタストアサーバーに渡されると、Glue は限定さ
れた式演算子しかサポートしていないため、組み込みの UDF のサブセットのみが Glue メタストアに渡
されます。hive.glue.partition.pruning.client=true を設定した場合、パーティションのプ
ルーニングはすべてクライアント側で行われます。hive.glue.partition.pruning.server=true
を設定した場合、パーティションのプルーニングはすべてサーバー側で行われます。

既知の問題

• Apache Hadoop HttpFS サーバーはデフォルトで無効になるため、Hue クエリは Amazon EMR 6.4.0 で
は機能しません。Amazon EMR 6.4.0 で Hue を使用するには、を使用して Amazon EMR プライマリ
ノードで HttpFS サーバーを手動で起動するかsudo systemctl start hadoop-httpfs、または
Amazon EMR のステップを使用します。

• Livy ユーザー偽装で使用される Amazon EMR Notebooks 機能は、HttpFS がデフォルトで無効になって
いるため機能しません。この場合、EMR notebooks は Livy 偽装が有効になっているクラスターに接続
できません。回避策は、sudo systemctl start hadoop-httpfs を使用して EMR notebooks をク
ラスターに接続する前に、HttpFS サーバーを起動することです。

• Amazon EMR バージョン 6.4.0 では、Phoenix は Phoenix コネクタコンポーネントをサポートしていま
せん。

• Apache Oozie で Spark アクションを使用するには、Oozieworkflow.xml ファイルに次の設定を追加
する必要があります。そうしないと、Hadoop や EMRFS などの重要なライブラリが、Oozie が起動す
る Spark エグゼキューターのクラスパスから欠落することになります。
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<spark-opts>--conf spark.yarn.populateHadoopClasspath=true</spark-opts>

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特徴がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

リリース 5.32.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.32.0 に関する情報が含まれています。5.31.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2021 年 1 月 8 日

アップグレード

• Amazon Glue コネクタをバージョン 1.14.0 にアップグレードしました
• Amazon SageMaker SSDK をバージョン 1.4.1 にアップグレードしました
• バージョン 1.890AWS SDK for Java にアップグレードしました
• EMR DynamoDB Connector バージョン 4.16.0 にアップグレードしました
• EMRFS をバージョン 2.45.0 にアップグレードしました
• EMR Log Analytics Metrics をバージョン 1.18.0 にアップグレードしました
• EMR MetricsAndEventsApiGateway Client をバージョン 1.5.0 にアップグレードしました
• EMR Record Server をバージョン 1.8.0 にアップグレードしました
• EMR S3 Dist CP をバージョン 2.17.0 にアップグレードしました
• EMR Secret Agent をバージョン 1.7.0 にアップグレードしました
• Flink をバージョン 1.11.2 にアップグレードしました
• Hadoop をバージョン 2.10.1-amzn-0 にアップグレードしました
• Hive をバージョン 2.3.7-amzn-3 にアップグレードしました
• Hue をバージョン 4.8.0 にアップグレードしました
• MXNet をバージョン 1.7.0 にアップグレードしました
• OpenCV をバージョン 4.4.0 にアップグレードしました
• Presto をバージョン 0.240.1-amzn-0 にアップグレードしました
• Spark をバージョン 2.4.7-amzn-0 にアップグレードしました
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• バージョン 2.3.1 TensorFlow にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低
い、Amazon EMR の古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.3.0、5.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3

• コンポーネントのバージョンをアップグレードしました。
• コンポーネントのバージョンのリストについては、このガイドの「Amazon EMR リリースについて」を

参照してください。

新機能

• Amazon EMR 5.32.0 および 6.5.0 以降、Apache Spark の動的エグゼキュータサイ
ジングはデフォルトで有効になっています。この機能をオンまたはオフにするに
は、spark.yarn.heterogeneousExecutors.enabled構成パラメーターを使用できます。

• インスタンスメタデータサービス (IMDS) V2 サポートステータス: Amazon EMR 5.23.1、5.27.1、およ
び 5.32 以降のコンポーネントは、すべての IMDS 呼び出しに IMDSv2 を使用します。アプリケーショ
ンコードでの IMDS 呼び出しでは、IMDSv1 と IMDSv2 の両方を使用するか、または、セキュリティを
強化するために IMDSv2 のみを使用するように IMDS を設定できます。その他の 5.x EMR リリースで
は、IMDSv1 を無効にすると、クラスターの起動が失敗します。

• Amazon EMR 5.32.0 以降では、Apache Ranger とネイティブに統合されるクラスターを起動できま
す。Apache Ranger は、Hadoop プラットフォーム全体で包括的なデータセキュリティを有効化、監
視、管理するためのオープンソースフレームワークです。詳細については、「Apache Ranger」を参
照してください。ネイティブ統合により、独自の Apache Ranger を導入して、Amazon EMR できめ細
かなデータアクセス制御を実施できます。「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR と Apache 
Ranger を統合する」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 5.32.0 は Amazon EMR on EKS をサポートしています。EMR on EKS の開始方
法の詳細については、「Amazon EMR on EKS とは」を参照してください。

• Amazon EMR リリース 5.32.0 は Amazon EMR Studio (プレビュー) をサポートしています。EMR 
Studio の開始方法の詳細については、「Amazon EMR Studio (Preview)」を参照してください。

• スコープ管理ポリシー: AWS のベストプラクティスに合わせて、Amazon EMR では、非推奨となるポ
リシーの置き換えとして v2 EMR スコープのデフォルト管理ポリシーが導入されています。「Amazon 
EMR 管理ポリシー」を参照してください。
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既知の問題

• Amazon EMR 6.3.0 および 6.2.0 のプライベートサブネットクラスターで、Ganglia ウェブ UI にアクセ
スできません。「アクセス拒否 (403)」というエラーが表示されます。Spark、Livy y y y y y y y y y y y 
y y y y y y y y y y y y y y y y y y、Livy y y y y y y y y y y y y y y y y y y JupyterHub パブリックサブネット
クラスターでの Ganglia ウェブ UI アクセスも正常に動作します。この問題を解決するには、を使用し
てプライマリノードで httpdsudo systemctl restart httpd サービスを再起動します。この問題
は、Amazon EMR 6.4.0 で修正されています。

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3.2、5.3 
オープンファイルの上限が低いと、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」というエ
ラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大オープン
ファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 65536 
ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark ドライ
バーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗します。この
問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブートスト
ラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の永続的な修正が行われない古いバージョンの Amazon EMR を使用している場合、以下の回
避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定でき
ます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536
2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
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sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• Important

Amazon Linux AMI または Amazon Linux 2 AMI (Amazon Linux マシンイメージ) を実行してい
る Amazon EMR クラスターは、デフォルトの Amazon Linux 動作を使用します。再起動が必
要な重要なカーネル更新が自動的にダウンロードされてインストールされることはありませ
ん。これは、デフォルトの Amazon Linux AMI を実行している他の Amazon EC2 インスタンス
と同じ動作です。Amazon EMR バージョンのリリース後に、再起動が必要な新しい Amazon 
Linux ソフトウェア更新 (カーネル、NVIDIA、CUDA の更新など) が使用可能になった場合、デ
フォルトの AMI を実行する Amazon EMR クラスターインスタンスで、それらの更新が自動的
にダウンロードされてインストールされることはありません。カーネルの更新を取得するため
に、Amazon EMR AMI をカスタマイズして、最新の Amazon Linux AMI を使用できます。

• AWSRanger 統合オプションを指定するセキュリティ設定を作成するためのコンソールサポートは、現
在、 GovCloud リージョンではサポートされていません。セキュリティ設定は CLI を使用して実行でき
ます。「Amazon EMR 管理ガイド」の「EMR セキュリティ設定を作成する」を参照してください。

• Amazon EMR 5.31.0 AtRestEncryption または 5.32.0 を使用するクラスターで HDFS 暗号化が有効に
なっている場合、Hive クエリで次のランタイム例外が発生します。

TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) : 
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException: 
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing 
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError: 
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider 
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特徴がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

リリース 6.2.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.2.0 に関する情報が含まれています。6.1.0 からの変更
が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 12 月 9 日

最終更新日: 2021 年 10 月 4 日
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サポートされているアプリケーション

• AWS SDK for Java バージョン 1.11.828
• emr-record-server バージョン 1.7.0
• Flink バージョン 1.11.2
• Ganglia バージョン 3.7.2
• Hadoop バージョン 3.2.1-amzn-1
• HBase バージョン 2.2.6-amzn-0
• ase-operator-tools B1.0.0
• HCatalog バージョン 3.1.2-amzn-0
• Hive バージョン 3.1.2-amzn-3
• Hudi バージョン 0.6.0-amzn-1
• Hue バージョン 4.8.0
• JupyterHub バージョン 1.1.0
• Livy バージョン 0.7.0
• MXNet バージョン 1.7.0
• Oozie バージョン 5.2.0
• Phoenix バージョン 5.0.0
• Pig バージョン 0.17.0
• Presto バージョン 0.238.3-amzn-1
• PrestoSQL バージョン 343
• Spark バージョン 3.0.1-amzn-0
• spark-rapids 0.2.0
• TensorFlow バージョン 2.3.1
• Zeppelin バージョン 0.9.0-preview1
• Zookeeper バージョン 3.4.14
• コネクタおよびドライバー: DynamoDB Connector 4.16.0

新機能

• HBase: コミットフェーズでの名前変更を削除し、永続的 HFile トラッキングを追加しました。
「Amazon EMR リリース ガイド」の「永続的 HFile トラッキング」を参照してください。

• HBase:「Create a config that forces to cache blocks on compaction」をバックポートしました。
• PrestoDB: ダイナミックパーティションプルーニングの改善。ルールベースの結合順序は、パーティ

ション分割されていないデータに対して機能します。
• スコープ管理ポリシー: AWS のベストプラクティスに合わせて、Amazon EMR では、非推奨となるポ

リシーの置き換えとして v2 EMR スコープのデフォルト管理ポリシーが導入されています。「Amazon 
EMR 管理ポリシー」を参照してください。

• インスタンスメタデータサービス (IMDS) V2 サポートステータス: Amazon EMR 6.2 以降では、Amazon 
EMR コンポーネントはすべての IMDS 呼び出しに IMDSv2 を使用します。アプリケーションコード
での IMDS 呼び出しでは、IMDSv1 と IMDSv2 の両方を使用するか、または、セキュリティを強化す
るために IMDSv2 のみを使用するように IMDS を設定できます。以前の Amazon EMR 6.x リリースで 
IMDSv1 を無効にすると、クラスターの起動が失敗します。

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。
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• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低
い、Amazon EMR の古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.3.0、5.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3

• Spark: Spark ランタイムのパフォーマンスが向上しました。

既知の問題

• Amazon EMR 6.2 では、EMR 6.2.0 の /etc/cron.d/libinstance-controller-java ファイルに対して正しくな
いアクセス許可が設定されています。ファイルに対するアクセス許可は、644 (-rw-r—r—) であるべきと
きに 645 (-rw-r--r-x) になります。その結果、Amazon EMR バージョン 6.2 ではインスタンス状態ログが
記録されず、/emr/instance-logs ディレクトリは空になります。この問題は、Amazon EMR 6.3.0 以降で
修正されています。

この問題を回避するには、クラスター起動時に以下のスクリプトをブートストラップアクションとして
実行します。

#!/bin/bash
sudo chmod 644 /etc/cron.d/libinstance-controller-java 
             

• Amazon EMR 6.2.0 および 6.3.0 のプライベートサブネットクラスターで、Ganglia ウェブ UI にア
クセスできません。「アクセス拒否 (403)」というエラーが表示されます。Spark、Hue、Zeppelin 
JupyterHub、Livy、Tez などの他のウェブ UI は正常に動作します。パブリックサブネットクラスター
での Ganglia ウェブ UI アクセスも正常に動作します。この問題を解決するには、を使用してプライマ
リノードで httpdsudo systemctl restart httpd サービスを再起動します。この問題は、Amazon 
EMR 6.4.0 で修正されています。

• Amazon EMR 6.2.0 で、httpd が連続して失敗し、Ganglia が利用できないという問題があります。
「サーバーに接続できません」というエラーが表示されます。この問題が発生している、すでに実行
されているクラスターを修正するには、クラスターのプライマリノードに SSHListen 80 接続し
て、httpd.confにあるファイルにその行を追加します/etc/httpd/conf/httpd.conf。この問題
は、Amazon EMR 6.3.0 で修正されています。

• セキュリティ設定を使用している場合、EMR 6.2.0 クラスターで HTTPD が失敗します。これによ
り、Ganglia ウェブアプリケーションのユーザーインターフェイスが使用できなくなります。Ganglia 
ウェブアプリケーションのユーザーインターフェイスにアクセスするには、/etc/httpd/conf/
httpd.confクラスターのプライマリノード上のファイルに追加しますListen 80。クラスターへの接
続の詳細については、の「SSH を使用してプライマリノードConnect する」を参照してください。
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EMR Notebooks では、セキュリティ構成を使用する場合、EMR 6.2.0 クラスターとの接続の確立にも
失敗します。ノートブックは、カーネルのリストと Spark ジョブの送信に失敗します。代わりに、別の
バージョンの Amazon EMR で EMR Notebooks を使用することをお勧めします。

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3.2、5.3 
オープンファイルの上限が低いと、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」というエ
ラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大オープン
ファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 65536 
ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark ドライ
バーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗します。この
問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブートスト
ラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の永続的な修正が行われない古いバージョンの Amazon EMR を使用している場合、以下の回
避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定でき
ます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload
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• Important

Amazon EMR 6.1.0 および 6.2.0 には、Hudi の挿入、アップサート、および削除操作すべてに
大きな影響を及ぼす可能性があるパフォーマンスの問題が含まれています。Amazon EMR 6.1.0 
または 6.2.0 で Hudi を使用する予定の場合は、AWS サポートに連絡して、パッチが適用され
た Hudi RPM を入手してください。

• Important

Amazon Linux AMI または Amazon Linux 2 AMI (Amazon Linux マシンイメージ) を実行してい
る Amazon EMR クラスターは、デフォルトの Amazon Linux 動作を使用します。再起動が必
要な重要なカーネル更新が自動的にダウンロードされてインストールされることはありませ
ん。これは、デフォルトの Amazon Linux AMI を実行している他の Amazon EC2 インスタンス
と同じ動作です。Amazon EMR バージョンのリリース後に、再起動が必要な新しい Amazon 
Linux ソフトウェア更新 (カーネル、NVIDIA、CUDA の更新など) が使用可能になった場合、デ
フォルトの AMI を実行する Amazon EMR クラスターインスタンスで、それらの更新が自動的
にダウンロードされてインストールされることはありません。カーネルの更新を取得するため
に、Amazon EMR AMI をカスタマイズして、最新の Amazon Linux AMI を使用できます。

• Amazon EMR 6.2.0 の Maven アーティファクトは公開されません。これらは Amazon EMR の将来のリ
リースで公開される予定です。

• HBase ストアファイルシステムテーブルを使用した永続的な HFile トラッキングは、HBase リージョン
のレプリケーション機能をサポートしていません。HBase リージョンレプリケーションの詳細について
は、「Timeline-consistent High Available Reads」を参照してください。

• Amazon EMR 6.x と EMR 5.x の Hive バケット化バージョンの違い

EMR 5.x では OOS Apache Hive 2 を使用していますが、EMR 6.x では OOS Apache Hive 3を使用して
います。オープンソースの Hive2 ではバケット化バージョン 1 を使用していますが、オープンソースの 
Hive3 ではバケット化バージョン 2 を使用しています。Hive 2 (EMR 5.x) と Hive 3 (EMR 6.x) のこのバ
ケット化バージョンの違いは、Hive のバケット化ハッシュ関数が異なることを意味します。以下の例を
参照してください。

次の表は、それぞれ EMR 6.x および EMR 5.x で作成した例です。

-- Using following LOCATION in EMR 6.x
CREATE TABLE test_bucketing (id INT, desc STRING)
PARTITIONED BY (day STRING)
CLUSTERED BY(id) INTO 128 BUCKETS
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/';

-- Using following LOCATION in EMR 5.x  
LOCATION 's3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/';

EMR 6.x と EMR 5.x の両方に同じデータを挿入しています。

INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(66, 'some_data');
INSERT INTO test_bucketing PARTITION (day='01') VALUES(200, 'some_data');

S3 の場所を確認すると、バケット化ファイル名が異なることが示されています。これは、ハッシュ関数
が EMR 6.x (Hive 3) と EMR 5.x (Hive 2) で異なるためです。

[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-6-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:35:16         13 000025_0
2020-10-21 20:35:22         14 000121_0
[hadoop@ip-10-0-0-122 ~]$ aws s3 ls s3://your-own-s3-bucket/emr-5-bucketing/day=01/
2020-10-21 20:32:07         13 000066_0
2020-10-21 20:32:51         14 000072_0

1444

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-custom-ami.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/finding-an-ami.html
http://hbase.apache.org/book.html#arch.timelineconsistent.reads


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.2.0

EMR 6.x で、Hive CLI で次のコマンドを実行し、バージョンの違いを確認することもできます。バケッ
ト化バージョン 2 が返されることに注意してください。

hive> DESCRIBE FORMATTED test_bucketing;
...
Table Parameters: 
    bucketing_version       2
...

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特徴がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。
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リリース 5.31.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.31.0 に関する情報が含まれています。5.30.1 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 10 月 9 日

最終更新日: 2020 年 10 月 15 日

アップグレード

• Amazon Glue コネクタをバージョン 1.13.0 にアップグレードしました
• Amazon SageMaker SSDK をバージョン 1.4.0 にアップグレードしました
• Amazon Kinesis コネクタをバージョン 3.5.9 にアップグレードしました
• バージョン 1.852AWS SDK for Java にアップグレードしました
• Bigtop-tomcat をバージョン 8.5.56 にアップグレードしました
• EMRFS をバージョン 2.43.0 にアップグレードしました
• EMR MetricsAndEventsApiGateway Client をバージョン 1.4.0 にアップグレードしました
• EMR S3 Dist CP をバージョン 2.15.0 にアップグレードしました
• EMR S3 Select をバージョン 1.6.0 にアップグレードしました
• Flink をバージョン 1.11.0 にアップグレードしました
• Hadoop をバージョン 2.10.0 にアップグレードしました
• Hive をバージョン 2.3.7 にアップグレードしました
• Hudi をバージョン 0.6.0 にアップグレードしました
• Hue をバージョン 4.7.1 にアップグレードしました
• バージョン 1.1.0 JupyterHub にアップグレードしました
• MXNet をバージョン 1.6.0 にアップグレードしました
• OpenCV をバージョン 4.3.0 にアップグレードしました
• Presto をバージョン 0.238.3 にアップグレードしました
• バージョン 2.1.0 TensorFlow にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ

1446

https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-29683
https://issues.apache.org/jira/browse/YARN-9011


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 5.31.0

リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低
い、Amazon EMR の古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.3.0、5.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3

• Hive の列統計は、Amazon EMR バージョン 5.31.0 以降でサポートされています。
• コンポーネントのバージョンをアップグレードしました。
• Amazon EMR 5.31.0 での EMRFS S3EC V2 のサポート。S3 Java SDK リリース 1.11.837 以降では、

暗号化クライアントバージョン 2 (S3EC V2) がさまざまなセキュリティ機能強化とともに導入されまし
た。詳細については、次を参照してください。
• S3 ブログ投稿: Updates to the Amazon S3 encryption client。
• AWS SDK for Javaデベロッパーガイド:暗号化および復号化クライアントを V2 に移行する。
• EMR 管理ガイド: Amazon S3 クライアント側暗号化。

下位互換性を保つため、暗号化クライアント V1 は SDK で引き続き使用できます。

新機能

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3.2、5.3 
オープンファイルの上限が低いと、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」というエ
ラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大オープン
ファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 65536 
ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark ドライ
バーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗します。この
問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブートスト
ラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の永続的な修正が行われない古いバージョンの Amazon EMR を使用している場合、以下の回
避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定でき
ます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536
2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
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for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• Amazon EMR 5.31.0 を使用すると、Lake Formation と統合されるクラスターを起動できます。この統
合により、AWS Glue Data Catalog 内のデータベースとテーブルに対して、きめ細かな列レベルのデー
タフィルタリングが提供されます。また、これにより、企業の ID システムから EMR Notebooks また
は Apache Zeppelin へのフェデレーションシングルサインオンが可能になります。詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR と AWS Lake Formation の統合」を参照してくださ
い。

Amazon EMR と Lake Formation は現在、米国東部 (オハイオとバージニア北部)、米国西部 (北カリフォ
ルニアとオレゴン)、アジアパシフィック (ムンバイ、ソウル、シンガポール、シドニー、東京)、カナダ 
(中部)、欧州 (フランクフルト、アイルランド、ロンドン、パリ、ストックホルム)、南米 (サンパウロ) 
の 16 の AWS リージョンで利用可能です。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。
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• Amazon EMR 5.31.0 AtRestEncryption または 5.32.0 を使用するクラスターで HDFS 暗号化が有効に
なっている場合、Hive クエリで次のランタイム例外が発生します。

TaskAttempt 3 failed, info=[Error: Error while running task ( failure ) : 
 attempt_1604112648850_0001_1_01_000000_3:java.lang.RuntimeException: 
 java.lang.RuntimeException: Hive Runtime Error while closing 
 operators: java.io.IOException: java.util.ServiceConfigurationError: 
 org.apache.hadoop.security.token.TokenIdentifier: Provider 
 org.apache.hadoop.hbase.security.token.AuthenticationTokenIdentifier not found

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特徴がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

リリース 6.1.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.1.0 に関する情報が含まれています。6.0.0 からの変更
が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 9 月 4 日

最終更新日: 2020 年 10 月 15 日

サポートされているアプリケーション

• AWS SDK for Java バージョン 1.11.828
• Flink バージョン 1.11.0
• Ganglia バージョン 3.7.2
• Hadoop バージョン 3.2.1-amzn-1
• HBase バージョン 2.2.5
• ase-operator-tools B1.0.0
• HCatalog バージョン 3.1.2-amzn-0
• Hive バージョン 3.1.2-amzn-1
• Hudi バージョン 0.5.2-incubating
• Hue バージョン 4.7.1
• JupyterHub バージョン 1.1.0
• Livy バージョン 0.7.0
• MXNet バージョン 1.6.0
• Oozie バージョン 5.2.0
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• Phoenix バージョン 5.0.0
• Presto バージョン 0.232
• PrestoSQL バージョン 338
• Spark バージョン 3.0.0-amzn-0
• TensorFlow バージョン 2.1.0
• Zeppelin バージョン 0.9.0-preview1
• Zookeeper バージョン 3.4.14
• コネクタおよびドライバー: DynamoDB Connector 4.14.0

新機能

• ARM インスタンスタイプは、Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降および Amazon EMR バージョン 
6.1.0 以降でサポートされています。

• M6g 汎用インスタンスタイプは、Amazon EMR バージョン 6.1.0 以降および Amazon EMR バージョン 
5.30.0 以降でサポートされています。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「サポートされ
るインスタンスタイプ」を参照してください。

• EC2 プレイスメントグループ機能は、複数のプライマリノードクラスターのオプションとして Amazon 
EMR バージョン 5.23.0 以降でサポートされています。現在、プレイスメントグループ機能ではプライ
マリノードタイプのみがサポートされており、SPREADこの機能は、これらのプライマリノードに適用
されます。SPREADこの機能は、ハードウェア障害の発生時に複数のプライマリノードが失われるのを
防ぐため、少数のインスタンスを別個の基盤となるハードウェア全体に配置します。詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「EC2 プレイスメントグループと EMR の統合」を参照してください。

• マネージドスケーリング-Amazon EMR バージョン 6.1.0 では、Amazon EMR マネージドスケーリング
を有効にすることで、ワークロードに応じてクラスター内のインスタンスやユニットの数を自動的に増
減できます。Amazon EMR はクラスターメトリックスを継続的に評価して、クラスターのコストと速
度を最適化するスケーリング決定を行います。マネージドスケーリングは、Amazon EMR バージョン 
5.30.0 以降 (6.0.0 を除く) でも使用できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラ
スターリソースのスケーリング」を参照してください。

• PrestoSQL バージョン 338 は EMR 6.1.0 でサポートされています。詳細については、「Presto」を参照
してください。
• PrestoSQL は EMR 6.1.0 以降のバージョンでのみサポートされています。EMR 6.0.0 および EMR 5.x 

ではサポートされていません。
• アプリケーション名 Presto は、クラスターに PrestoDB をインストールするために引き続き使用さ

れます。クラスターに PrestoDB をインストールするには、アプリケーション名 PrestoSQL を使用
します。

• PrestoDB または PrestoSQL のいずれかをインストールできますが、両方を 1 つのクラスターにイン
ストールすることはできません。クラスターの作成時に PrestoDB と PrestoSQL の両方を指定する
と、検証エラーが発生し、クラスター作成リクエストは失敗します。

• PrestoSQL は、シングルマスタークラスターとマルチマスタークラスターの両方でサポートされてい
ます。マルチマスタークラスターでは、PrestoSQL または PrestoDB を実行するには、外部 Hive メ
タストアが必要です。複数のプライマリノードがある EMR クラスターでサポートされるアプリケー
ションを参照してください。

• Docker を使用した Apache Hadoop および Apache Spark での ECR 自動認証サポート: Spark ユーザー
は、Docker Hub および Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) の Docker イメージを使用し
て、環境とライブラリの依存関係を定義できます。

Docker を設定し、Amazon EMR 6.x を使用して Docker で Spark アプリケーションを実行します。
• EMR は Apache Hive ACID トランザクションをサポートしています。Amazon EMR 6.1.0 では、デー

タベースの ACID プロパティに準拠するように Hive ACID トランザクションのサポートが追加されてい
ます。この機能を使用すると、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のデータを使用して Hive 
マネージドテーブルで INSERT, UPDATE, DELETE, および MERGE の各オペレーションを実行できま
す。これは、ストリーミングの取り込み、データの再記述、MERGE を使用した一括更新、徐々に変化
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するディメンションなどのユースケースにとって重要な機能です。設定例とユースケースを含め、詳細
については、「Amazon EMR supports Apache Hive ACID transactions」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低
い、Amazon EMR の古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.3.0、5.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3

• Apache Flink は EMR 6.0.0 ではサポートされていませんが、Flink 1.11.0 と EMR 6.1.0 ではサポートさ
れています。これは、Hadoop 3 を公式にサポートする Flink の最初のバージョンです。「Apache Flink 
1.11.0 Release Announcement」を参照してください。

• Ganglia はデフォルトの EMR 6.1.0 パッケージバンドルから削除されました。

既知の問題

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3.2、5.3 
オープンファイルの上限が低いと、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」というエ
ラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大オープン
ファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 65536 
ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark ドライ
バーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗します。この
問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブートスト
ラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。
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LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• Important

Amazon EMR 6.1.0 および 6.2.0 には、Hudi の挿入、アップサート、および削除操作すべてに
大きな影響を及ぼす可能性があるパフォーマンスの問題が含まれています。Amazon EMR 6.1.0 
または 6.2.0 で Hudi を使用する予定の場合は、AWS サポートに連絡して、パッチが適用され
た Hudi RPM を入手してください。

• spark.driver.extraJavaOptions と spark.executor.extraJavaOptions を使用してカスタ
ムのガベージコレクション設定を指定すると、ガベージコレクション設定の競合のために、EMR 6.1 
でドライバー/エグゼキュターの起動に失敗します。EMR リリース 6.1.0 では、代わりにプロパティ
spark.driver.defaultJavaOptions と spark.executor.defaultJavaOptions を使用して、
ドライバーとエグゼキュターのカスタムの Spark ガベージコレクション設定を指定する必要がありま
す。詳細については、「Apache Spark のランタイム環境」および「Amazon EMR 6.1.0 での Spark ガ
ベージコレクションの設定」を参照してください。

• Oozie で Pig を (Hue 内で。Hue では、Oozie アクションを使用して Pig スクリプトを実行するため) 使
用すると、native-lzo ライブラリをロードできないというエラーが生成されます。このエラーメッセージ
は情報であるため、Pig の実行はブロックされません。

• Hudi 同時実行のサポート: 現在、Hudi は単一の Hudi テーブルへの同時書き込みをサポートしていませ
ん。さらに、Hudi は新しいライターの起動を許可する前に、進行中のライターによって行われた変更
をロールバックします。同時書き込みは、このメカニズムを妨げて、競合状態を引き起こし、データの
破損につながる可能性があります。データ処理ワークフローの一部として、いつでも 1 つの Hudi テー
ブルに対して動作する Hudi ライターが 1 つだけであることを確認してください。Hudi は、同じ Hudi 
テーブルに対して動作する複数の同時リーダーをサポートしています。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

1452

https://spark.apache.org/docs/latest/configuration.html#runtime-environment
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/emr-spark-configure.html#spark-gc-config
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/emr-spark-configure.html#spark-gc-config


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 6.0.0

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

• Amazon EMR 6.1.0 には、Presto を実行しているクラスターに影響する問題があります。長時間 (日
単位) 後に、クラスターが「su: failed to execute /bin/bash: Resource temporarily unavailable」(su: /
bin/bash の実行に失敗しました:リソースを一時的に利用できません) または「shell request failed on 
channel 0」(チャネル 0 でシェルリクエストが失敗しました) などのエラーをスローする可能性がありま
す。この問題は、多すぎるライトウェイトプロセス (LWPInstanceController) を生成する内部 Amazon 
EMR プロセス () が原因で発生し、最終的に Hadoop ユーザーが nproc の制限を超えることになり
ます。これにより、ユーザーは追加のプロセスを開くことができなくなります。この問題の解決策
は、EMR 6.2.0 にアップグレードすることです。

リリース 6.0.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース6.0.0 に関する情報が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 3 月 10 日

サポートされているアプリケーション

• AWS SDK for Java バージョン 1.11.711
• Ganglia バージョン 3.7.2
• Hadoop バージョン 3.2.1
• HBase バージョン 2.2.3
• HCatalog バージョン 3.1.2
• Hive バージョン 3.1.2
• Hudi バージョン 0.5.0-incubating
• Hue バージョン 4.4.0
• JupyterHub バージョン 1.0.0
• Livy バージョン 0.6.0
• MXNet バージョン 1.5.1
• Oozie バージョン 5.1.0
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• Phoenix バージョン 5.0.0
• Presto バージョン 0.230
• Spark バージョン 2.4.4
• TensorFlow バージョン 1.14.0
• Zeppelin バージョン 0.9.0-SNAPSHOT
• Zookeeper バージョン 3.4.14
• コネクタおよびドライバー: DynamoDB Connector 4.14.0

Note

Flink、Sqoop、Pig、および Mahout は、Amazon EMR バージョン 6.0.0 では使用できません。

新機能

• YARN Docker ランタイムのサポート - Spark ジョブなどの YARN アプリケーションは、Docker コンテ
ナのコンテキストで実行できるようになりました。これにより、Amazon EMR クラスターにカスタムラ
イブラリをインストールすることなく、Docker イメージの依存関係を簡単に定義できます。詳細につい
ては、「Docker 統合の設定」および「Amazon EMR 6.0.0 を使用して Docker で Spark アプリケーショ
ンを実行する」を参照してください。

• Hive LLAP のサポート - クエリのパフォーマンス向上のため、Hive が LLAP 実行モードをサポートしま
した。詳細については、「Hive LLAP の使用」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• これは、Amazon EMR Scaling でクラスターのスケールアップ/スケールダウンが正常に行われなかった
り、アプリケーションに障害が発生したりする場合の問題が修正されるリリースです。

• Amazon EMR のクラスターデーモンが YARN ノードの状態や HDFS ノードの状態の収集などのヘルス
チェックアクティビティを実行しているときに、使用率の高い大規模なクラスターのスケーリングリク
エストが失敗する問題を修正しました。これは、クラスター上のデーモンがノードのヘルスステータス
データを内部の Amazon EMR コンポーネントに通信できなかったために発生していました。

• スケーリング操作中の信頼性を向上させるため、IP アドレスが再利用されたときにノードの状態を正し
く追跡するようにクラスター上の EMR デーモンを改善しました。

• SPARK-29683。Spark が利用可能なすべてのノードが拒否リストにあると想定していたため、クラス
ターのスケールダウン中にジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• ヤーン-9011。クラスターがスケールアップまたはスケールダウンしようとしたときに、YARN デコ
ミッショニングの競合状態によりジョブ障害が発生する問題を修正しました。

• Amazon EMR オンクラスターデーモンと YARN/HDFS の間でノードの状態が常に一致するようにする
ことで、クラスターのスケーリング中に発生するステップまたはジョブの障害の問題を修正しました。

• Kerberos 認証を有効にした Amazon EMR クラスターで、スケールダウンやステップ送信などのクラス
ター操作が失敗する問題を修正しました。これは、Amazon EMR オンクラスターデーモンが、プライマ
リノードで実行されている HDFS/YARN と安全に通信するために必要な Kerberos チケットを更新しな
かったためです。

• 新しい Amazon EMR リリースでは、古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低
い、Amazon EMR の古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.3.0、5.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3

• Amazon Linux
• Amazon Linux 2 は EMR 6.x リリースシリーズのオペレーティングシステムです。
• systemd は、Amazon Linux 1 で使用される upstart ではなく、サービス管理に使用されます。

• Java Development Kit (JDK)
• Coretto JDK 8 は、EMR 6.x リリースシリーズのデフォルトの JDK です。
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• Scala
• Scala 2.12 は、Apache Spark および Apache Livy で使用されます。

• Python 3
• Python 3 が EMR の Python のデフォルトバージョンになりました。

• YARN ノードラベル
• Amazon EMR 6.x リリースシリーズ以降では、YARN ノードラベル機能はデフォルトで無効になっ

ています。アプリケーションマスタープロセスは、デフォルトでコアノードとタスクノードの両
方で実行できます。次のプロパティを設定することで、YARN ノードラベル機能を有効にできま
す: yarn.node-labels.enabled および yarn.node-labels.am.default-node-label-
expression。詳細については、「プライマリノード、コアノード、タスクノードについて」を参照
してください。

既知の問題

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3.2、5.3 
オープンファイルの上限が低いと、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」というエ
ラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大オープン
ファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 65536 
ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark ドライ
バーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗します。この
問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブートスト
ラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
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done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• SparkR PySpark、spark-shellを含むSparkインタラクティブシェルは、追加のライブラリでDockerを使
用することをサポートしていません。

• Amazon EMR バージョン 6.0.0 で Python 3 を使用するには、PATH を yarn.nodemanager.env-
whitelist に追加する必要があります。

• Live Long and Process (LLAP) 機能は、AWS Glue Data Catalog を Hive のメタストアとして使用する場
合はサポートされません。

• Spark と Docker の統合で Amazon EMR 6.0.0 を使用する場合、Docker ランタイムで Spark ジョブを送
信する際の失敗を回避するために、同じインスタンスタイプおよび同量の EBS ボリュームでクラスター
内のインスタンスを設定する必要があります。

• Amazon EMR 6.0.0 では、HBase on Amazon S3 ストレージモードは HBASE-24286 の問題の影響を
受けます。既存の S3 データを使用してクラスターを作成する場合、HBase マスターは初期化できませ
ん。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.30.1
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.30.1 に関する情報が含まれています。5.30.0 からの変
更が含まれています。
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初回リリース日: 2020 年 6 月 30 日

最終更新日: 2020 年 8 月 24 日

変更、機能強化、解決した問題

• 新しい Amazon EMR リリースでは、古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低
い、Amazon EMR の古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.3.0、5.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3

• インスタンスコントローラープロセスが無限数のプロセスをスポーンする問題を修正しました。
• Hue が Hive クエリを実行できず、「データベースがロックされています」というメッセージが表示さ

れ、クエリの実行が妨げられる問題を修正しました。
• EMR クラスターでより多くのタスクを同時に実行できるようにするための Spark の問題を修正しまし

た。
• Jupyter サーバーで「too many files open error」(開いているファイルの数が多すぎるエラー) が発生す

る、Jupyter ノートブックの問題を修正しました。
• クラスターの開始時間の問題を修正しました。

新機能

• Tez UI および YARN タイムラインサーバーの永続アプリケーションインターフェイスは、Amazon 
EMR バージョン 6.x および EMR バージョン 5.30.1 以降で利用可能です。永続アプリケーション履歴へ
のワンクリックリンクアクセスにより、SSH 接続でウェブプロキシを設定せずに、ジョブ履歴にすばや
くアクセスできます。アクティブなクラスターと終了したクラスターのログは、アプリケーションの終
了後 30 日間利用できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「永続アプリケーション
ユーザーインターフェイスの表示」を参照してください。

• EMR Notebooks 実行 API を使用して、スクリプトまたはコマンドラインで EMR Notebooks を実行でき
ます。AWS コンソールなしに EMR ノートブックの実行を開始、停止、一覧表示、および記述する機能
を使用し、EMR ノートブックをプログラムで制御できます。パラメータ化されたノートブックセルを使
用すると、新しいパラメータ値セットごとにノートブックのコピーを作成しなくても、複数の異なるパ
ラメータ値をノートブックに渡すことができます。「EMR API のアクション」を参照してください。サ
ンプルコードについては、「EMR Notebooks をプログラムで実行するサンプルコマンド」を参照してく
ださい。

既知の問題

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3.2、5.3 
オープンファイルの上限が低いと、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」というエ
ラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大オープン
ファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 65536 
ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark ドライ
バーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗します。この
問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブートスト
ラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。
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コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload

$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• EMR Notebooks

クラスターのプライマリノードにカーネルと追加の Python ライブラリをインストールする機能
は、EMR バージョン 5.30.1 ではデフォルトで無効になっています。この機能の詳細については、「ク
ラスターのプライマリノードへのカーネルと Python ライブラリのインストール」を参照してくださ
い。

この機能を有効にするには、以下の操作を行います。
1. EMR Notebooks のサービスロールにアタッチされているアクセス許可ポリシーで、次のアクション

が許可されていることを確認します。

elasticmapreduce:ListSteps

詳細については、「EMR Notebooks のサービスロール」を参照してください。
2. AWS CLI を使用して、以下の例に示すように、EMR Notebooks をセットアップするクラスターでス

テップを実行します。us-east-1 を、クラスターが存在するリージョンに置き換えます。詳細につ
いては、「AWS CLI を使用したクラスターへのステップの追加」を参照してください。

aws emr add-steps  --cluster-id MyClusterID --steps 
 Type=CUSTOM_JAR,Name=EMRNotebooksSetup,ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-
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east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://
awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/EMRNotebooksSetup/emr-notebooks-setup.sh"] 
                         

• マネージドスケーリング

Presto がインストールされていない 5.30.0 クラスターおよび 5.30.1 クラスターでマネージドスケーリ
ング操作を実行すると、特にスケールダウン操作の後にすぐ、スケールアップ操作が実行されたとき
に、アプリケーション障害が発生するか、ユニフォームインスタンスグループまたはインスタンスフ
リートが ARRESTED 状態のままになる場合があります。

回避策として Amazon EMR リリース 5.30.0 および 5.30.1 でクラスターを作成する場合、ジョブに 
Presto が必要ない場合でも、インストールするアプリケーションとして Presto を選択します。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特徴がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。
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リリース 5.30.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.30.0 に関する情報が含まれています。5.29.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 5 月 13 日

最終更新日: 2020 年 6 月 25 日

アップグレード

• AWS SDK for Java をバージョン 1.11.759 にアップグレードしました
• Amazon SageMaker SSDK をバージョン 1.3.0 にアップグレードしました
• EMR Record Server をバージョン 1.6.0 にアップグレードしました
• Flink をバージョン 1.10.0 にアップグレードしました
• Ganglia をバージョン 3.7.2 にアップグレードしました
• HBase をバージョン 1.4.13 にアップグレードしました
• Hudi をバージョン 0.5.2 (incubating) にアップグレードしました
• Hue をバージョン 4.6.0 にアップグレードしました
• バージョン 1.1.0 JupyterHub にアップグレードしました
• Livy をバージョン 0.7.0 (incubating) にアップグレードしました
• Oozie をバージョン 5.2.0 にアップグレードしました
• Presto をバージョン 0.232 にアップグレードしました
• Spark をバージョン 2.4.5 にアップグレードしました
• コネクタとドライバーをアップグレードしました: Amazon Glue Connector 1.12.0、Amazon Kinesis 

Connector 3.5.0、EMR DynamoDB Connector 4.14.0

新機能

• EMR Notebooks - 5.30.0 を使用して作成された EMR クラスターで使用する場合、EMR ノートブック
カーネルはクラスター上で実行されます。これにより、ノートブックのパフォーマンスが向上し、カー
ネルをインストールおよびカスタマイズすることができます。Python ライブラリをクラスタのプライマ
リノードにインストールすることもできます。詳細については、「EMR 管理ガイド」の「カーネルとラ
イブラリのインストールと使用」を参照してください。

• マネージドスケーリング - Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降では、EMR マネージドスケーリングを
有効にすることで、ワークロードに応じてクラスター内のインスタンスやユニットの数を自動的に増減
できます。Amazon EMR はクラスターメトリックスを継続的に評価して、クラスターのコストと速度
を最適化するスケーリング決定を行います。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラス
ターリソースのスケーリング」を参照してください。

• Amazon S3 に保存されているログファイルの暗号化 - Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降で
は、Amazon S3 に保存されているログファイルを AWS KMS カスタマー管理キーで暗号化することが
できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon S3 に保存されているログファ
イルの暗号化」を参照してください。

• Amazon Linux 2 のサポート - EMR バージョン 5.30.0 以降では、EMR は Amazon Linux 2 OS を使用し
ます。新しいカスタム AMI (Amazon マシンイメージ) は、Amazon Linux 2 AMI に基づいている必要が
あります。詳細については、「カスタム AMI の使用」を参照してください。

• Presto Graceful Auto Scale - 5.30.0 を使用する EMR クラスターでは、オートスケーリングのタイムア
ウト期間を設定することで、Presto タスクの実行が終了するまで待ってからノードの使用を停止できま
す。詳細については、「グレースフルな廃止による Presto Auto Scaling の使用 (p. 2267)」を参照して
ください。

• 新しい割り当て戦略オプションを使用したフリートインスタンスの作成 — EMR バージョン 5.12.1 以降
では、新しい割り当て戦略オプションを使用できます。これにより、クラスターのプロビジョニングに
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かかる時間が短縮され、スポット割り当てがより正確になり、スポットインスタンスの中断が低減しま
す。デフォルト以外の EMR サービスロールを更新する必要があります。「インスタンスフリートを構
成する」を参照してください。

• sudo systemctl stop コマンドと sudo systemctl start コマンド — Amazon Linux 2 OS を使用する EMR 
バージョン 5.30.0 以降では、EMR は sudo systemctl stop コマンドおよび sudo systemctl 
start コマンドを使用してサービスを再起動します。詳細については、「Amazon EMR でサービスを
再起動するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• EMR バージョン 5.30.0 では、デフォルトで Ganglia がインストールされません。クラスターの作成時
に、Ganglia を明示的に選択してインストールできます。

• Spark パフォーマンスの最適化。
• Presto パフォーマンスの最適化。
• Python 3 は、Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降ではデフォルトです。
• プライベートサブネット内のサービスアクセス用のデフォルトのマネージドセキュリティグループが更

新され、複数の新しいルールが追加されました。サービスアクセスにカスタムセキュリティグループを
使用している場合は、同じルールをデフォルトのマネージドセキュリティグループとして含める必要が
あります。詳細については、「サービスアクセスの Amazon EMR マネージドセキュリティグループ (プ
ライベートサブネット)」を参照してください。Amazon EMR でカスタムサービスロールを使用する場
合は、ec2:describeSecurityGroups にアクセス許可を付与して、セキュリティグループが正常に
作成されたかどうかを EMR で検証できるようにする必要があります。EMR_DefaultRole を使用する
場合、このアクセス許可はデフォルトのマネージドポリシーに既に含まれています。

既知の問題

• 古い AL2 で「最大オープンファイル」の上限が低い [新しいリリースで修正]。Amazon EMR リリー
ス:emr-5.30.x、emr-5.31.0、emr-5.32.0、emr-6.0.0、emr-6.1.0、および emr-6.2.0 は古いバージョ
ンの Amazon Linux 2 (AL2) をベースとしており、Amazon EMR クラスターをデフォルト AMI で
作成する場合、「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低くなります。Amazon EMR リリース
5.30.1、5.3.2、5.31.1、5.31.1、5.31.1、5.33.1、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.33.0、6.30.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.31.1、5.3.2、5.3.2、5.3 
オープンファイルの上限が低いと、Spark ジョブを送信するときに「Too many open files」というエ
ラーが発生します。影響を受けるリリースでは、Amazon EMR のデフォルト AMI の「最大オープン
ファイル」はデフォルトの ulimit 設定 4096 になっており、最新の Amazon Linux 2 AMI の上限 65536 
ファイルよりも低くなっています。「最大オープンファイル」の ulimit 設定が低い場合、Spark ドライ
バーとエグゼキュータが 4096 を超えるファイルを開こうとすると、Spark ジョブが失敗します。この
問題を解決するために、Amazon EMR には、クラスターの作成時に ulimit 設定を調整するブートスト
ラップアクション (BA) スクリプトが用意されています。

この問題の恒久的な修正が行われていない古い Amazon EMR バージョンを使用している場合は、以下
の回避策を使用すると、インスタンスコントローラーの ulimit を最大の 65536 ファイルに明示的に設定
できます。

コマンドラインから ulimit を明示的に設定する

1. /etc/systemd/system/instance-controller.service を編集して、Service セクションに
次のパラメータを追加します。

LimitNOFILE=65536

LimitNPROC=65536

2. 再起動 InstanceController

$ sudo systemctl daemon-reload
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$ sudo systemctl restart instance-controller

ブートストラップアクション (BA) を使用して ulimit を設定する

ブートストラップアクション (BA) スクリプトを使用して、クラスター作成時にインスタンスコントロー
ラーの ulimit を 65536 ファイルに設定することもできます。

#!/bin/bash
for user in hadoop spark hive; do
sudo tee /etc/security/limits.d/$user.conf << EOF
$user - nofile 65536
$user - nproc 65536
EOF
done
for proc in instancecontroller logpusher; do
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/$proc.service.d/
sudo tee /etc/systemd/system/$proc.service.d/override.conf << EOF
[Service]
LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=65536
EOF
pid=$(pgrep -f aws157.$proc.Main)
sudo prlimit --pid $pid --nofile=65535:65535 --nproc=65535:65535
done
sudo systemctl daemon-reload

• マネージドスケーリング

Presto がインストールされていない 5.30.0 クラスターおよび 5.30.1 クラスターでマネージドスケーリ
ング操作を実行すると、特にスケールダウン操作の後にすぐ、スケールアップ操作が実行されたとき
に、アプリケーション障害が発生するか、ユニフォームインスタンスグループまたはインスタンスフ
リートが ARRESTED 状態のままになる場合があります。

回避策として Amazon EMR リリース 5.30.0 および 5.30.1 でクラスターを作成する場合、ジョブに 
Presto が必要ない場合でも、インストールするアプリケーションとして Presto を選択します。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。
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Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

• Hue 4.6.0 のデフォルトのデータベースエンジンは SQLite であり、外部データベースで Hue を使用しよ
うとすると、SQLite が原因で問題が発生します。これを修正するには、hue-ini 設定分類の engine
を mysql に設定します。この問題は、Amazon EMR バージョン 5.30.1 で修正されています。

• Spark を Hive パーティションロケーションフォーマットで Amazon S3 のデータを読み取るとき
に、Amazon EMR リリース 5.30.0 から 5.36.0、および 6.2.0 から 6.9.0 で Spark を実行すると、クラス
ターがデータを正しく読み取れないという問題が発生する可能性があります。これは、パーティション
に次の特徴がすべて備わっている場合に発生する可能性があります。
• 同じテーブルから 2 つ以上のパーティションがスキャンされます。
• 少なくとも1つのパーティションディレクトリパスが、他の少なくとも1つのパーティションディレク

トリパスのプレフィックスです。たとえば、s3://bucket/table/p=aのプレフィックスですs3://
bucket/table/p=a b。

• 他のパーティションディレクトリのプレフィックスに続く最初の文字の UTF-8 値は、/その文字 (U
+002F) よりも小さい。たとえば、の a と bs3://bucket/table/p=a b の間にある空白文字 (U
+0020) はこのカテゴリに分類されます。他に14個の非制御文字があることに注意してください:!“#$
%&‘()*+,-. 詳細については、「UTF-8 エンコードテーブル」と「Unicode 文字」を参照してくださ
い。

この問題の回避策とし
て、spark.sql.sources.fastS3PartitionDiscovery.enabledfalsespark-defaults分類の
設定をに設定します。

リリース 5.29.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.29.0 に関する情報が含まれています。5.28.1 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 1 月 17 日

アップグレード

• バージョン 1.682AWS SDK for Java にアップグレードしました
• Hive をバージョン 2.3.6 にアップグレードしました
• Flink をバージョン 1.9.1 にアップグレードしました
• EMRFS をバージョン 2.38.0 にアップグレードしました
• EMR DynamoDB Connector をバージョン 4.13.0 にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• Spark パフォーマンスの最適化。

• EMRFS
• 管理ガイドでは、整合性のあるビューを実現するために emrfs-site.xml デフォルト設定が更新されて

います。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題
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Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.28.1
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.28.1 に関する情報が含まれています。5.28.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2020 年 1 月 10 日

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• Spark の互換性の問題が修正されました。

• CloudWatch 指標
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターで Amazon CloudWatch メトリクスを公開する問題

を修正しました。
• 無効化されたログメッセージ

• 「...using old version (<4.5.8) of Apache http client」(Apache http クライアントの古いバージョン 
(<4.5.8) を使用) という誤ったログメッセージを無効にしました。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
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• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.28.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.28.0 に関する情報が含まれています。変更は 5.27.0 
に関連するものです。

初回リリース日: 2019 年 11 月 12 日

アップグレード

• Flink をバージョン 1.9.0 にアップグレードしました
• Hive をバージョン 2.3.6 にアップグレードしました
• MXNet をバージョン 1.5.1 にアップグレードしました
• Phoenix をバージョン 4.14.3 にアップグレードしました
• Presto をバージョン 0.227 にアップグレードしました
• Zeppelin をバージョン 0.8.2 にアップグレードしました

新機能

• クラスターを作成するときに、Amazon EMR で Apache Hudi をインストールできるようになりまし
た。詳細については、「Hudi (p. 2009)」を参照してください。

• (2019 年 11 月 25 日) 複数のステップを並行して選択して、クラスター使用率を改善し、コストを削減
できるようになりました。また、保留中および実行中のステップの両方をキャンセルできるようになり
ました。詳細については、「AWS CLI およびコンソールを使用した手順の作業」を参照してください。

• (2019 年 12 月 3 日) EMR クラスターを AWS Outposts で作成して実行できるようになりました。AWS 
Outposts により、オンプレミス施設でネイティブの AWS サービス、インフラストラクチャ、運用モデ
ルが可能となりました。AWS Outposts 環境では、AWS クラウドで使用するのと同じ AWS API、ツー
ル、インフラストラクチャを使用できます。詳細については、「上の EMR クラスター」を参照してく
ださいAWS Outposts。

• (2020 年 3 月 11 日) Amazon EMR バージョン 5.28.0 以降では、Local Zones をサポートする AWS リー
ジョンの論理的拡張として、AWS Local Zones のサブネットで Amazon EMR クラスターを作成および
実行できます。Local Zones を使用すると、Amazon EMR 機能と AWS のサービスのサブセット (コン
ピューティングサービスやストレージサービスなど) をユーザーの近くに配置して、ローカルで実行さ
れるアプリケーションに非常に低いレイテンシーでアクセスできます。使用可能な Local Zones のリス
トについては、「AWS Local Zones」を参照してください。使用可能な AWS Local Zones へのアクセス
の詳細については、「リージョン、アベイラビリティーゾーン、およびローカルゾーン」を参照してく
ださい。
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Local Zones は、現在 Amazon EMR Notebooks をサポートしておらず、インターフェイス VPC エンド
ポイント (AWS PrivateLink) を使用した Amazon EMR への直接接続をサポートしていません。

変更、機能強化、解決した問題

• 高可用性クラスターに対するアプリケーションのサポートを拡大しました。
• 詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「複数のプライマリノードを持つ EMR クラスター

でサポートされているアプリケーション」を参照してください。
• Spark

• パフォーマンスの最適化
• [Hive]

• パフォーマンスの最適化
• Presto

• パフォーマンスの最適化

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.27.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.27.0 に関する情報が含まれています。5.26.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 9 月 23 日
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アップグレード

• AWS SDK for Java1.11.615
• Flink 1.8.1
• JupyterHub 1.0.0
• Spark 2.4.4
• Tensorflow 1.14.0
• コネクタおよびドライバー:

• DynamoDB Connector 4.12.0

新機能

• (2019 年 10 月 24 日) EMR ノートブックの次の新機能は、すべての Amazon EMR リリースで利用でき
ます。
• Git リポジトリを EMR ノートブックに関連付けて、バージョン管理された環境でノートブックを保

存できます。リモートの Git リポジトリを使用して、コードをピアと共有し、既存の Jupyter ノー
トブックを再利用できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Git リポジトリを 
Amazon EMR Notebooks に関連付ける」を参照してください。

• ノートブックの比較とマージを簡素化するために、nbdime ユーティリティが EMR ノートブックで利
用できるようになりました。

• EMR ノートブックがサポートするようになりました JupyterLab。 JupyterLab は、Jupyter ノート
ブックと完全に互換性があるウェブベースのインタラクティブな開発環境です。これで、 JupyterLab 
ノートブックエディタでノートブックを開くことができるようになりました。

• (2019 年 10 月 30 日) Amazon EMR バージョン 5.25.0 以降では、コンソールでクラスターの [概要]
ページまたは [アプリケーションの履歴] タブから Spark 履歴サーバー UI に接続できます。SSH 接続で
ウェブプロキシを設定する代わりに、Spark 履歴サーバー UI にすばやくアクセスしてアプリケーション
のメトリクスを確認し、アクティブなクラスターと終了したクラスターに関連するログファイルにアク
セスできます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「永続アプリケーションユーザーイン
ターフェイスへのクラスター外アクセス」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスター
• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターに Flink をインストールして実行できます。

詳細については、「サポートされるアプリケーションと機能」を参照してください。
• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターを持つ Amazon EMR クラスターを持つ 

Amazon EMR クラスターで HDFS 透過的暗号化を設定することができます。詳細については、「複
数のプライマリノードを持つ EMR クラスターでの HDFS 透過的暗号化」を参照してください。

• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターを持つ Amazon EMR クラスターで実行され
ているアプリケーションの設定を変更できるようになりました。詳細については、「実行中のクラス
ター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照してください。

• Amazon EMR-DynamoDB Connector
• Amazon EMR-DynamoDB Connector は、boolean、list、map、item、null の DynamoDB データ型を

サポートするようになりました。詳細については、「Hive コマンドを実行するように Hive テーブル
をセットアップする」を参照してください。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
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オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.26.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.26.0 に関する情報が含まれています。5.25.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 8 月 8 日

最終更新日: 2019 年 8 月 19 日

アップグレード

• AWS SDK for Java1.11.595
• HBase 1.4.10
• Phoenix 4.14.2
• コネクタおよびドライバー:

• DynamoDB Connector 4.11.0
• MariaDB Connector 2.4.2
• Amazon Redshift JDBC ドライバー 1.2.32.1056

新機能

• (ベータ) Amazon EMR 5.26.0 を使用すると、Lake Formation と統合されるクラスターを起動できま
す。この統合により、AWS Glue Data Catalog 内のデータベースとテーブルへのきめ細かな列レベルの
アクセスが提供されます。また、これにより、企業の ID システムから EMR Notebooks または Apache 
Zeppelin へのフェデレーションシングルサインオンが可能になります。詳細については、「Amazon 
EMR と AWS Lake Formation (ベータ) の統合」を参照してください。

• (2019 年 8 月 19 日) Amazon EMR のパブリックアクセスブロックが、セキュリティグループをサポー
トしているすべての Amazon EMR リリースで利用できるようになりました。パブリックアクセスブ
ロックは、各 AWS リージョンに適用されるアカウント全体の設定です。パブリックアクセスブロッ
クにより、クラスターに関連付けられているセキュリティグループに、ポートで IPv4 0.0.0.0/0 または 
IPv6 ::/0 (パブリックアクセス) からのインバウンドトラフィックを許可するルールがある場合に、クラ
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スターの起動が禁止されます (ポートが例外として指定されている場合を除く)。ポート 22 は、デフォル
トで例外になります。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR のパブリック
アクセスブロックの使用」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• EMR Notebooks
• EMR 5.26.0 以降では、EMR Notebooks はデフォルトの Python ライブラリに加えて、ノートブック

スコープの Python ライブラリもサポートしています。ノートブックスコープのライブラリは、クラ
スターを再作成したりノートブックをクラスターに再アタッチしたりすることなく、ノートブックエ
ディター内からインストールできます。ノートブックスコープのライブラリは Python 仮想環境に作
成されるため、現在のノートブックセッションにのみ適用されます。これにより、ノートブックの依
存関係を分離できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「ノートブックスコープの
ライブラリの使用」を参照してください。

• EMRFS
• fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabled を true に設定すると、ETag 検

証機能 (ベータ) を有効にできます。この機能を有効にすると、EMRFS は Amazon S3 ETags を使用
して、読み取られているオブジェクトが利用可能な最新バージョンであることを確認します。この機
能は、Amazon S3 read-after-update 上のファイルが同じ名前を維持しながら上書きされるようなユー
スケースに役立ちます。この ETag 検証機能は、現在 S3 Select では使用できません。詳細について
は、「整合性のあるビューを設定する」を参照してください。

• Spark
• 現在、次の最適化がデフォルトで有効になります: ダイナミックパーティションプルーニン

グ、DISTINCT before INTERSECT、DISTINCT クエリが後に続く JOIN の SQL 計画統計推論の改
善、スカラーサブクエリのフラット化、結合順序の最適化、ブルームフィルター結合。詳細について
は、「Spark のパフォーマンスの最適化」を参照してください。

• ソートマージ結合の全体的なステージコード生成が改善されました。
• クエリフラグメントとサブクエリの再利用が改善されました。
• Spark の起動時にエグゼキュターを事前割り当てする機能が改善されました。
• 結合の小さい側にブロードキャストヒントが含まれている場合、ブルームフィルター結合は適用され

なくなりました。
• Tez

• Tez に関する問題を解決しました。Tez UI は、複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラス
ターで動作するようになりました。

既知の問題

• ソートマージ結合の全体的なステージコード生成機能が改善されたことにより、有効にした場合、
メモリプレッシャーが増加する可能性があります。この最適化によってパフォーマンスは向上しま
すが、十分なメモリを提供するように spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor が調整
されていない場合、ジョブの再試行または失敗が生じる可能性があります。この機能を無効にするに
は、spark.sql.sortMergeJoinExec.extendedCodegen.enabled を false に設定します。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
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• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.25.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.25.0 に関する情報が含まれています。5.24.1 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 7 月 17 日

最終更新日: 2019 年 10 月 30 日

Amazon EMR 5.25.0

アップグレード

• AWS SDK for Java1.1.566
• Hive 2.3.5
• Presto 0.220
• Spark 2.4.3
• TensorFlow 1.13.1
• Tez 0.9.2
• Zookeeper 3.4.14

新機能

• (2019 年 10 月 30 日) Amazon EMR バージョン 5.25.0 以降では、コンソールでクラスターの [概要]
ページまたは [アプリケーションの履歴] タブから Spark 履歴サーバー UI に接続できます。SSH 接続で
ウェブプロキシを設定する代わりに、Spark 履歴サーバー UI にすばやくアクセスしてアプリケーション
のメトリクスを確認し、アクティブなクラスターと終了したクラスターに関連するログファイルにアク
セスできます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「永続アプリケーションユーザーイン
ターフェイスへのクラスター外アクセス」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• ブルームフィルターを使用して入力を事前フィルターすることで、一部の結合のパフォーマ

ンスが改善されました。最適化はデフォルトでは無効になっており、Spark 設定パラメータ
spark.sql.bloomFilterJoin.enabled を true に設定すると、有効にできます。

• 文字列型の列によるグループ化のパフォーマンスが改善されました。
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• HBase がインストールされていないクラスターの R4 インスタンスタイプのデフォルトの Spark エグ
ゼキュターメモリとコアの設定が改善されました。

• プルーニングするテーブルが結合の左側にある必要がある、ダイナミックパーティションプルーニン
グ機能に関する以前の問題が解決されました。

• エイリアスを含む追加のケースに適用できるように、DISTINCT before INTERSECT 最適化が改善さ
れました。

• DISTINCT クエリが後に続く JOIN の SQL 計画統計推論が改善されました。この改善はデフォル
トでは無効になっており、Spark 設定パラメータ spark.sql.statsImprovements.enabled
を true に設定すると、有効にできます。この最適化は Distinct before Intersect 機能で必要であ
り、spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled を true に設定すると、自
動的に有効になります。

• テーブルのサイズとフィルターに基づいて結合順序が最適化されました。
この最適化はデフォルトでは無効になっており、Spark 設定パラメータ
spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled を true に設定すると、有効にでき
ます。

詳細については、「Spark のパフォーマンスの最適化」を参照してください。
• EMRFS

• EMRFS の設定 fs.s3.buckets.create.enabled は、現在、デフォルトでは無効になります。テ
ストでは、この設定を無効にすると、パフォーマンスが向上し、S3 バケットが意図せずに作成される
ことがなくなることがわかりました。アプリケーションがこの機能に依存する場合は、emrfs-site
設定分類でプロパティ fs.s3.buckets.create.enabled を true に設定すると、この機能を有効
にできます。詳細については、「クラスターの作成時に設定を指定する」を参照してください。

• セキュリティ設定のローカルディスク暗号化と S3 暗号化の改善 (2019 年 8 月 5 日)
• セキュリティ設定のセットアップで、Amazon S3 暗号化設定をローカルディスク暗号化設定から分離

しました。
• リリース 5.24.0 以降で、EBS 暗号化を有効にするオプションが追加されました。このオプションを選

択すると、ストレージボリュームに加えてルートデバイスボリュームが暗号化されます。以前のバー
ジョンでは、ルートデバイスボリュームを暗号化するにはカスタム AMI を使用する必要がありまし
た。

• 詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「暗号化オプション」を参照してください。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。
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Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.24.1
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.24.1 に関する情報が含まれています。5.24.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 6 月 26 日

変更、機能強化、解決した問題

• TCP SACK サービス拒否の問題 (AWS-2019-005) など、重要な Linux カーネルセキュリティ更新を含め
るように、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI を更新しました。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.24.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.24.0 に関する情報が含まれています。5.23.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 6 月 11 日

最終更新日: 2019 年 8 月 5 日
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アップグレード

• Flink 1.8.0
• Hue 4.4.0
• JupyterHub 0.9.6
• Livy 0.6.0
• MxNet 1.4.0
• Presto 0.219
• Spark 2.4.2
• AWS SDK for Java1.1.546
• コネクタおよびドライバー:

• DynamoDB Connector 4.9.0
• MariaDB Connector 2.4.1
• Amazon Redshift JDBC ドライバー 1.2.27.1051

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• パーティションを動的にプルーニングするための最適化を追加しました。この最適化

はデフォルトで無効になっています。これを有効にするには、Spark 設定パラメータ
spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled を true に設定します。

• INTERSECT のクエリのパフォーマンスが改善されました。この最適化はデフォ
ルトで無効になっています。これを有効にするには、Spark 設定パラメータ
spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled を true に設定します。

• 同じリレーションを使用する集計でスカラーサブクエリをフラット化するための最適化が追加されま
した。この最適化はデフォルトで無効になっています。これを有効にするには、Spark 設定パラメー
タ spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled を true に
設定します。

• 全体的なステージコード生成が改善されました。

詳細については、「Spark のパフォーマンスの最適化」を参照してください。
• セキュリティ設定のローカルディスク暗号化と S3 暗号化の改善 (2019 年 8 月 5 日)

• セキュリティ設定のセットアップで、Amazon S3 暗号化設定をローカルディスク暗号化設定から分離
しました。

• EBS 暗号化を有効にするオプションが追加されました。このオプションを選択すると、ストレージボ
リュームに加えてルートデバイスボリュームが暗号化されます。以前のバージョンでは、ルートデバ
イスボリュームを暗号化するにはカスタム AMI を使用する必要がありました。

• 詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「暗号化オプション」を参照してください。

既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:

1473

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/emr-spark-performance.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-data-encryption-options.html


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 5.23.0

• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.23.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.23.0 に関する情報が含まれています。5.22.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 4 月 1 日

最終更新日: 2019 年 4 月 30 日

アップグレード

• AWS SDK for Java1.11.519

新機能

• (2019 年 4 月 30 日) Amazon EMR 5.23.0 以降では、YARN リソースマネージャー、HDFS 
NameNode、Spark、Hive、Ganglia といったアプリケーションの高可用性をサポートするために、3 つ
のプライマリノードを持つクラスターを起動できます。この機能により、プライマリノードが単一障害
点になる可能性はなくなりました。プライマリノードのいずれかに障害が発生した場合、Amazon EMR 
は自動的にスタンバイプライマリノードにフェイルオーバーし、障害が発生したプライマリノードを同
じ設定とブートストラップアクションを持つ新しいノードに置き換えます。詳細については、「プライ
マリノードの計画と設定」を参照してください。

既知の問題

• Tez UI (Amazon EMR リリース 5.26.0 で修正)

Tez UI は、複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターでは動作しません。
• Hue (Amazon EMR リリース 5.24.0 で修正)

• Amazon EMR で実行される Hue では、Solr はサポートされません。Amazon EMR リリース 5.20.0 
以降、誤設定の問題により Solr が有効になり、次のような無害なエラーメッセージが表示されます。

Solr server could not be contacted properly: HTTPConnectionPool('host=ip-
xx-xx-xx-xx.ec2.internal', port=1978): Max retries exceeded with url: /
solr/admin/info/system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused 
by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] 
Connection refused',))

Solr のエラーメッセージが表示されないようにするには、以下の操作を行います。

1474

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-ha.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-ha.html


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 5.22.0

1. SSH を使用してプライマリノードのコマンドラインConnect。
2. テキストエディタを使用して、hue.ini ファイルを開きます。例:

sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini

3. 語句 appblacklist を検索して、行を次のように変更します。

appblacklist = search

4. 変更を保存して、次の例に示すように Hue を再起動します。

sudo stop hue; sudo start hue

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.22.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.22.0 に関する情報が含まれています。5.21.0 からの変
更が含まれています。

Important

Amazon EMR リリース 5.22.0 以降、Amazon EMR はAWS署名バージョン 4 のみを使用して 
Amazon S3 へのリクエストを認証します。AWSリリースノートに署名バージョン 4 のみが使
用されることが示されていない限り、それ以前の Amazon EMR リリースでは、場合によっては
署名バージョン 2 が使用されることがあります。詳細については、「Amazon Simple Storage 
Service デベロッパーガイド」の「リクエストの認証 (AWS 署名バージョン 4)」および「リクエ
ストの認証 (AWS 署名バージョン 2)」を参照してください。

初回リリース日: 2019 年 3 月 20 日
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アップグレード

• Flink 1.7.1
• HBase 1.4.9
• Oozie 5.1.0
• Phoenix 4.14.1
• Zeppelin 0.8.1
• コネクタおよびドライバー:

• DynamoDB Connector 4.8.0
• MariaDB Connector 2.2.6
• Amazon Redshift JDBC ドライバー 1.2.20.1043

新機能

• EBS 専用ストレージを使用する EC2 インスタンスタイプのデフォルトの EBS 設定を変更しまし
た。Amazon EMR リリース 5.22.0 以降を使用してクラスターを作成する場合、デフォルトの EBS ス
トレージ容量はインスタンスのサイズに基づいて増加します。さらに、増加したストレージを複数のボ
リュームに分割することで、IOPS のパフォーマンスが向上しました。別の EBS インスタンスストレー
ジ設定を使用する場合は、EMR クラスターを作成する際、または既存のクラスターをノードに追加する
際に指定することができます。インスタンスタイプごとにデフォルトで割り当てられるストレージ容量
とボリューム数の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「インスタンスのデフォルト EBS 
ストレージ」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• Spark
• YARN の Spark 用に新しい設定プロパティ spark.yarn.executor.memoryOverheadFactor

が導入されました。このプロパティの値は、メモリオーバーヘッドの値をエグゼ
キュターメモリのパーセントに設定するスケール係数であり、最小は 384 MB で
す。spark.yarn.executor.memoryOverhead を使用してメモリオーバーヘッドが明示的に設定
されている場合、このプロパティは影響しません。デフォルト値は 0.1875 で、18.75% を表しま
す。Amazon EMR のこのデフォルトは、Spark で内部的に設定されたデフォルトの 10% よりも、エ
グゼキュターのメモリオーバーヘッド用に YARN コンテナに余分なスペースを残します。Amazon 
EMR のデフォルトの 18.75% では、TPC-DS ベンチマークでメモリ関連の障害が減ることが実証され
ています。

• パフォーマンスを向上させるために SPARK-26316 をバックポートしました。
• Amazon EMR バージョン 5.19.0、5.20.0、および 5.21.0 では、YARN ノードラベルは HDFS ディレク

トリに保存されます。状況によっては、このために、コアノードの起動が遅延し、クラスターのタイム
アウトや起動エラーが発生します。Amazon EMR 5.22.0 以降、この問題は解決されています。YARN 
ノードラベルは各クラスターノードのローカルディスクに保存され、HDFS への依存が回避されていま
す。

既知の問題

• Hue (Amazon EMR リリース 5.24.0 で修正)
• Amazon EMR で実行される Hue では、Solr はサポートされません。Amazon EMR リリース 5.20.0 

以降、誤設定の問題により Solr が有効になり、次のような無害なエラーメッセージが表示されます。

Solr server could not be contacted properly: HTTPConnectionPool('host=ip-
xx-xx-xx-xx.ec2.internal', port=1978): Max retries exceeded with url: /
solr/admin/info/system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused 
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by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] 
Connection refused',))

Solr のエラーメッセージが表示されないようにするには、以下の操作を行います。
1. SSH を使用してプライマリノードのコマンドラインConnect。
2. テキストエディタを使用して、hue.ini ファイルを開きます。例:

sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini

3. 語句 appblacklist を検索して、行を次のように変更します。

appblacklist = search

4. 変更を保存して、次の例に示すように Hue を再起動します。

sudo stop hue; sudo start hue

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.21.1
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.21.1 に関する情報が含まれています。5.21.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 7 月 18 日

変更、機能強化、解決した問題

• TCP SACK サービス拒否の問題 (AWS-2019-005) など、重要な Linux カーネルセキュリティ更新を含め
るように、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI を更新しました。
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既知の問題

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.21.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.21.0 に関する情報が含まれています。5.20.0 からの
変更が含まれています。

リリース日: 2019 年 2 月 18 日

最終更新日: 2019 年 4 月 3 日

アップグレード

• Flink 1.7.0
• Presto 0.215
• AWS SDK for Java1.11.479

新機能

• (2019 年 4 月 3 日) Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタ
ンスグループごとに、クラスター設定を上書きして追加の設定分類を指定できます。これを行うに
は、Amazon EMR コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用し
ます。詳細については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照し
てください。

変更、機能強化、解決した問題

• Zeppelin
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• ZEPPELIN-3878 をバックポートしました。

既知の問題

• Hue (Amazon EMR リリース 5.24.0 で修正)
• Amazon EMR で実行される Hue では、Solr はサポートされません。Amazon EMR リリース 5.20.0 

以降、誤設定の問題により Solr が有効になり、次のような無害なエラーメッセージが表示されます。

Solr server could not be contacted properly: HTTPConnectionPool('host=ip-
xx-xx-xx-xx.ec2.internal', port=1978): Max retries exceeded with url: /
solr/admin/info/system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused 
by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] 
Connection refused',))

Solr のエラーメッセージが表示されないようにするには、以下の操作を行います。
1. SSH を使用してプライマリノードのコマンドラインConnect。
2. テキストエディタを使用して、hue.ini ファイルを開きます。例:

sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini

3. 語句 appblacklist を検索して、行を次のように変更します。

appblacklist = search

4. 変更を保存して、次の例に示すように Hue を再起動します。

sudo stop hue; sudo start hue

• Tez
• この問題は、Amazon EMR 5.22.0 で修正されています。

クラスタプライマリノードへの SSH 接続で http://masterDNS: 8080/TEZ-UI の Tez UI に接続する
と、「アダプタの操作が失敗しました-タイムラインサーバー (ATS) にアクセスできません」というエ
ラーが表示されます。Either it is down, or CORS is not enabled」(アダプタの操作に失敗しました - タ
イムラインサーバー (ATS) に到達できません。停止しているか、または CORS が有効になっていませ
ん) というエラーが表示されるか、タスクで予期せずに N/A と表示されます。

これは、Tez UIlocalhost がプライマリノードのホスト名ではなくを使用して YARN タイムライン
サーバーにリクエストを行ったことが原因で発生します。回避策として、ブートストラップアクショ
ンまたはステップとしてスクリプトを実行できます。このスクリプトで、Tez configs.env ファイ
ル内のホスト名を更新します。スクリプトの詳細と場所については、「Bootstrap Instructions」を参
照してください。

• Amazon EMR バージョン 5.19.0、5.20.0、および 5.21.0 では、YARN ノードラベルは HDFS ディレク
トリに保存されます。状況によっては、このために、コアノードの起動が遅延し、クラスターのタイム
アウトや起動エラーが発生します。Amazon EMR 5.22.0 以降、この問題は解決されています。YARN 
ノードラベルは各クラスターノードのローカルディスクに保存され、HDFS への依存が回避されていま
す。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。
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回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.20.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.20.0 に関する情報が含まれています。5.19.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 12 月 18 日

最終更新: 2019 年 1 月 22 日

アップグレード

• Flink 1.6.2
• HBase 1.4.8
• Hive 2.3.4
• Hue 4.3.0
• MXNet 1.3.1
• Presto 0.214
• Spark 2.4.0
• TensorFlow 1.12.0
• Tez 0.9.1
• AWS SDK for Java1.11.461

新機能

• (2019 年 1 月 22 日) Amazon EMR の Kerberos は、外部 KDC からのプリンシパルの認証をサポートす
るように改善されました。これにより、複数のクラスターが単一の外部 KDC を共有できるため、プリ
ンシパル管理が集中化されます。さらに、外部 KDC は Active Directory ドメインとのクロス領域信頼を
得られます。これにより、すべてのクラスターが Active Directory からプリンシパルを認証できます。詳
しくは、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Kerberos 認証を使用する」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI
• Python3 パッケージが python 3.4 から 3.6 にアップグレードされました。
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• EMRFS S3 向けに最適化されたコミッター
• 現在、EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターがデフォルトで有効になるため、書き込みパフォー

マンスが向上します。詳細については、「EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用す
る (p. 2335)」を参照してください。

• [Hive]
• HIVE-16686 をバックポートしました。

• Spark と Hive での Glue
• EMR 5.20.0 以降では、AWS Glue データカタログをメタストアとして使用する場合、Spark と Hive 

に対してparallel パーティションプルーニングが自動的に有効になります。この変更により、複数の
リクエストを並列に実行してパーティションを取得できるため、クエリ計画時間が大幅に短縮されま
す。同時に実行できるセグメントの総数は、1～10 の範囲です。デフォルト値は 5 であり、これが推
奨される設定です。hive-site 設定分類の aws.glue.partition.num.segments プロパティを
指定すると、これを変更できます。スロットリングが発生した場合は、値を 1 に変更して機能をオフ
にすることができます。詳細については、「AWS Glue セグメント構造」を参照してください。

既知の問題

• Hue (Amazon EMR リリース 5.24.0 で修正)
• Amazon EMR で実行される Hue では、Solr はサポートされません。Amazon EMR リリース 5.20.0 

以降、誤設定の問題により Solr が有効になり、次のような無害なエラーメッセージが表示されます。

Solr server could not be contacted properly: HTTPConnectionPool('host=ip-
xx-xx-xx-xx.ec2.internal', port=1978): Max retries exceeded with url: /
solr/admin/info/system?user.name=hue&doAs=administrator&wt=json (Caused 
by NewConnectionError(': Failed to establish a new connection: [Errno 111] 
Connection refused',))

Solr のエラーメッセージが表示されないようにするには、以下の操作を行います。
1. SSH を使用してプライマリノードのコマンドラインConnect。
2. テキストエディタを使用して、hue.ini ファイルを開きます。例:

sudo vim /etc/hue/conf/hue.ini

3. 語句 appblacklist を検索して、行を次のように変更します。

appblacklist = search

4. 変更を保存して、次の例に示すように Hue を再起動します。

sudo stop hue; sudo start hue

• Tez
• この問題は、Amazon EMR 5.22.0 で修正されています。

クラスタプライマリノードへの SSH 接続で http://masterDNS: 8080/TEZ-UI の Tez UI に接続する
と、「アダプタの操作が失敗しました-タイムラインサーバー (ATS) にアクセスできません」というエ
ラーが表示されます。Either it is down, or CORS is not enabled」(アダプタの操作に失敗しました - タ
イムラインサーバー (ATS) に到達できません。停止しているか、または CORS が有効になっていませ
ん) というエラーが表示されるか、タスクで予期せずに N/A と表示されます。

これは、Tez UIlocalhost がプライマリノードのホスト名ではなくを使用して YARN タイムライン
サーバーにリクエストを行ったことが原因で発生します。回避策として、ブートストラップアクショ
ンまたはステップとしてスクリプトを実行できます。このスクリプトで、Tez configs.env ファイ
ル内のホスト名を更新します。スクリプトの詳細と場所については、「Bootstrap Instructions」を参
照してください。
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• Amazon EMR バージョン 5.19.0、5.20.0、および 5.21.0 では、YARN ノードラベルは HDFS ディレク
トリに保存されます。状況によっては、このために、コアノードの起動が遅延し、クラスターのタイム
アウトや起動エラーが発生します。Amazon EMR 5.22.0 以降、この問題は解決されています。YARN 
ノードラベルは各クラスターノードのローカルディスクに保存され、HDFS への依存が回避されていま
す。

• 複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用するクラスターの既知の問題

Amazon EMR リリース 5.20.0 以降で複数のプライマリノードと Kerberos 認証を使用してクラスターを
実行すると、クラスターをしばらく実行した後で、スケールダウンやステップの送信などのクラスター
オペレーションに問題が発生する可能性があります。期間は、定義した Kerberos チケットの有効期間
によって異なります。スケールダウンの問題は、自動スケールダウンリクエストと送信した明示的なス
ケールダウンリクエストの両方に影響します。その他のクラスターオペレーションも影響を受ける可能
性があります。

回避方法:
• 複数のプライマリノードを持つ EMR クラスターを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを

持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを持つ EMR クラスターのリードプライマリノードを
持つ EMRhadoop

• 次のコマンドを実行して hadoop ユーザーの Kerberos チケットを更新します。

kinit -kt <keytab_file> <principal>

通常、キータブファイルは /etc/hadoop.keytab にあります。プリンシパルの形式は hadoop/
<hostname>@<REALM> です。

Note

この回避策は、Kerberos チケットが有効になっている期間、効果があります。この期間はデ
フォルトで 10 時間ですが、Kerberos の設定で構成できます。Kerberos チケットの有効期限が
切れたら、上記のコマンドを再実行する必要があります。

リリース 5.19.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.19.0 に関する情報が含まれています。5.18.0 からの
変更が含まれています。

リリース日: 2018 年 11 月 7 日

最終更新日: 2018 年 11 月 19 日

アップグレード

• Hadoop 2.8.5
• Flink 1.6.1
• JupyterHub 0.9.4
• MXNet 1.3.0
• Presto 0.212
• TensorFlow 1.11.0
• Zookeeper 3.4.13
• AWS SDK for Java1.11.433
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新機能

• (2018 年 11 月 19 日) EMR Notebooks は、Jupyter Notebook に基づいたマネージド環境です。Spark 
の PySpark Sparkmagic カーネルをサポートしています。EMR Notebooks は、Amazon EMR リリース
5.18.0 以降を使用して作成されたクラスターで使用できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガ
イド」の「EMR Notebooks の使用」を参照してください。

• EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、Spark と EMRFS を使用して Parquet ファイルを書き込
むときに利用できます。このコミッターにより、書き込みパフォーマンスが向上します。詳細について
は、「EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用する (p. 2335)」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• YARN
• アプリケーションマスタープロセスをコアノードで実行するように制限するロジックを修正しまし

た。現在、この機能では、yarn-site 設定分類および capacity-scheduler 設定分類の YARN 
ノードラベル機能とプロパティを使用しています。詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/ 
emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-instances-guidelines.html#emr-plan-spot-YARN.」を参照して
ください。

• Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI
• ruby18、php56、および gcc48 は、デフォルトではインストールされなくなりました。必要に応じ

て、yum を使用してインストールできます。
• aws-sdk ruby gem は、デフォルトではインストールされなくなりました。必要に応じて、gem 
install aws-sdk を使用してインストールできます。特定のコンポーネントをインストールするこ
ともできます。例えば、gem install aws-sdk-s3。

既知の問題

• EMR Notebooks — 状況によっては、複数のノートブックエディタが開いているときに、ノートブック
エディタがクラスターに接続できないように見えることがあります。このような場合は、ブラウザの 
Cookie をクリアしてから、ノートブックエディタを再度開きます。

• CloudWatch ContainerPending メトリクスと自動スケーリング-(5.20.0 で修正) Amazon EMR はに負の
値を出力する可能性がありますContainerPending。ContainerPending が自動スケーリングルール
で使用されている場合、自動スケーリングは期待どおりに動作しません。ContainerPending を自動
スケーリングで使用しないでください。

• Amazon EMR バージョン 5.19.0、5.20.0、および 5.21.0 では、YARN ノードラベルは HDFS ディレク
トリに保存されます。状況によっては、このために、コアノードの起動が遅延し、クラスターのタイム
アウトや起動エラーが発生します。Amazon EMR 5.22.0 以降、この問題は解決されています。YARN 
ノードラベルは各クラスターノードのローカルディスクに保存され、HDFS への依存が回避されていま
す。

リリース 5.18.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.18.0 に関する情報が含まれています。5.17.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 10 月 24 日

アップグレード

• Flink 1.6.0
• HBase 1.4.7
• Presto 0.210
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• Spark 2.3.2
• Zeppelin 0.8.0

新機能

• Amazon EMR 5.18.0 以降では、Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用し、特定の Amazon 
EMR リリースで利用可能なライブラリおよび依存関係の正確なバージョンに対してジョブコードをビル
ドできます。詳細については、「Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用して依存関係を確認
する (p. 1532)」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• [Hive]
• S3 Select のサポートが追加されました。詳細については、「S3 Select と Hive を使用してパフォー

マンスを向上させる (p. 1935)」を参照してください。
• Presto

• S3 Select Pushdown のサポートが追加されました。詳細については、「S3 Select Pushdown と 
Presto を使用してパフォーマンスを向上させる (p. 2255)」を参照してください。

• Spark
• Spark のデフォルトの log4j 設定が、Spark ストリーミングジョブのコンテナログを毎時ロールするよ

うに変更されました。これにより、長時間実行されている Spark ストリーミングジョブのログが削除
されるのを防ぐことができます。

リリース 5.17.1
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.17.1 に関する情報が含まれています。5.17.0 からの変
更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 7 月 18 日

変更、機能強化、解決した問題

• TCP SACK サービス拒否の問題 (AWS-2019-005) など、重要な Linux カーネルセキュリティ更新を含め
るように、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI を更新しました。

リリース 5.17.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.17.0 に関する情報が含まれています。5.16.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 30 日

アップグレード

• Flink 1.5.2
• HBase 1.4.6
• Presto 0.206

新機能

• TensorFlow のサポートが追加されました。詳細については、「TensorFlow (p. 2408)」を参照してくだ
さい。
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変更、機能強化、解決した問題

• JupyterHub
• Amazon S3 でのノートブックの永続性のサポートが追加されました。詳細については、「Amazon S3 

でノートブックの永続性を設定するには (p. 2077)」を参照してください。
• Spark

• S3 Select のサポートが追加されました。詳細については、「S3 Select と Spark を使用してクエリパ
フォーマンスを向上させる (p. 2332)」を参照してください。

• Amazon EMR バージョン 5.14.0、5.15.0、または 5.16.0 での Cloudwatch メトリクスと自動スケーリン
グ機能に関する問題が解決されました。

既知の問題

• Livy がインストールされた Kerberized クラスターを作成すると、Livy が失敗して、簡易認証が有効に
なっていないというエラーが表示されます。Livy サーバーを再起動すると、問題が解決されます。回避
策として、クラスターの作成時に、sudo restart livy-serverプライマリノードで実行されるス
テップを追加します。

• 作成日が 2018-08-11 の Amazon Linux AMI に基づくカスタム Amazon Linux AMI を使用すると、Oozie 
サーバーの起動に失敗します。Oozie を使用する場合は、作成日が異なる Amazon Linux AMI ID に基
づいてカスタム AMI を作成します。次の AWS CLI コマンドを使用して、2018.03 バージョンのすべて
の HVM Amazon Linux AMI のイメージ ID とリリース日のリストを返し、ベースとして適切な Amazon 
Linux AMI を選択できます。us-west-2 など、ご利用のリージョンID MyRegion に置き換えます。

aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?Name!=`null`]|
[?starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].[CreationDate,ImageId,Name]' --
output text | sort -rk1

リリース 5.16.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.16.0 に関する情報が含まれています。5.15.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 7 月 19 日

アップグレード

• Hadoop 2.8.4
• Flink 1.5.0
• Livy 0.5.0
• MXNet 1.2.0
• Phoenix 4.14.0
• Presto 0.203
• Spark 2.3.1
• AWS SDK for Java1.11.336
• CUDA 9.2
• Redshift JDBC ドライバー 1.2.15.1025

変更、機能強化、解決した問題

• HBase
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• HBASE-20723 をバックポートしました。
• Presto

• LDAP 認証をサポートするための設定変更。詳細については、「Amazon EMR の Presto に LDAP 認
証を使用する (p. 2258)」を参照してください。

• Spark
• Apache Spark バージョン 2.3.1 は Amazon EMR リリース 5.16.0 以降で利用でき、CVE-2018-8024

および CVE-2018-1334 に対処します。Spark の以前のバージョンを Spark バージョン 2.3.1 以降に移
行することをお勧めします。

既知の問題

• このリリースバージョンでは、c1.medium インスタンスタイプまたは m1.small インスタンスタイプは
サポートされていません。これらのインスタンスタイプのいずれかを使用するクラスターは起動しませ
ん。回避策として、別のインスタンスタイプを指定するか、別のリリースバージョンを使用します。

• Livy がインストールされた Kerberized クラスターを作成すると、Livy が失敗して、簡易認証が有効に
なっていないというエラーが表示されます。Livy サーバーを再起動すると、問題が解決されます。回避
策として、クラスターの作成時に、sudo restart livy-serverプライマリノードで実行されるス
テップを追加します。

• プライマリノードの再起動後またはインスタンスコントローラーの再起動後に、Amazon EMR バージョ
ン 5.14.0、5.15.0、または 5.16.0 CloudWatch でメトリクスが収集されず、自動スケーリング機能が使
用できなくなります。この問題は、Amazon EMR 5.17.0 で修正されています。

リリース 5.15.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.15.0 に関する情報が含まれています。5.14.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 6 月 21 日

アップグレード

• HBase を 1.4.4 にアップグレードしました
• Hive を 2.3.3 にアップグレードしました
• Hue を 4.2.0 にアップグレードしました
• Oozie を 5.0.0 にアップグレードしました
• ZooKeeper を 3.4.12 にアップグレードしました
• AWS SDK を 1.11.333 にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• [Hive]
• HIVE-18069 をバックポートしました。

• Hue
• Kerberos が有効になっている場合に Livy で正しく認証されるように Hue を更新しました。Amazon 

EMR で Kerberos を使用する場合、Livy がサポートされるようになりました。
• JupyterHub

• Amazon EMR がデフォルトで LDAP JupyterHub クライアントライブラリをインストールするように
更新しました。

• 自己署名証明書を生成するスクリプトのエラーを修正しました。

1486

https://issues.apache.org/jira/browse/HBASE-20723
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-8024
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-1334
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-18069


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 5.14.1

既知の問題

• このリリースバージョンでは、c1.medium インスタンスタイプまたは m1.small インスタンスタイプは
サポートされていません。これらのインスタンスタイプのいずれかを使用するクラスターは起動しませ
ん。回避策として、別のインスタンスタイプを指定するか、別のリリースバージョンを使用します。

• プライマリノードの再起動後またはインスタンスコントローラーの再起動後に、Amazon EMR バージョ
ン 5.14.0、5.15.0、または 5.16.0 CloudWatch でメトリクスが収集されず、自動スケーリング機能が使
用できなくなります。この問題は、Amazon EMR 5.17.0 で修正されています。

リリース 5.14.1
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.14.1 に関する情報が含まれています。5.14.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 10 月 17 日

潜在的なセキュリティ脆弱性に対処するために Amazon EMR のデフォルトの AMI を更新しました。

リリース 5.14.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.14.0 に関する情報が含まれています。5.13.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 6 月 4 日

アップグレード

• Apache Flink を 1.4.2 にアップグレードしました
• Apache MXNet を 1.1.0 にアップグレードしました
• Apache Sqoop を 1.4.7 にアップグレードしました

新機能

• JupyterHub サポートが追加されました。詳細については、「JupyterHub (p. 2072)」を参照してくださ
い。

変更、機能強化、解決した問題

• EMRFS
• Amazon S3 へのリクエスト内の UserAgent 文字列が、呼び出し元のプリンシパルのユーザーおよび

グループの情報を含めるように更新されました。これを AWS CloudTrail ログと共に使用すると、よ
り包括的なリクエスト追跡を行うことができます。

• HBase
• HBASE-20447 が含まれました。これにより、特に分割されたリージョンで、キャッシュの問題を引

き起こす可能性のある問題に対処します。
• MXNet

• OpenCV ライブラリを追加しました。
• Spark

• Spark が EMRFS を使用して Amazon S3 の場所に Parquet ファイルを書き込む場合、 
FileOutputCommitter アルゴリズムがバージョン 1 ではなくバージョン 2 を使用するように更新され
ました。これにより、名前変更の数が減り、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。この
変更は、以下には影響しません。
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• Spark 以外のアプリケーション。
• HDFS などの他のファイルシステムに書き込むアプリケーション (バージョン 1 を引き続き使用し

ている FileOutputCommitter)。
• テキストや csv など、EMRFS 直接書き込みを既に使用している、他の出力形式を使用するアプリ

ケーション。

既知の問題

• JupyterHub
• クラスターの作成時に、構成分類を使用して Jupyter JupyterHub ノートブックをセットアップお

よび個々に設定することは、サポートされていません。各ユーザーの jupyterhub_config.py ファ
イルと jupyter_notebook_config.py ファイルを手動で編集します。詳細については、「構成中 
JupyterHub (p. 2076)」を参照してください。

• JupyterHub プライベートサブネット内のクラスターで起動に失敗し、メッセージが表示されま
せんError: ENOENT: no such file or directory, open '/etc/jupyter/conf/
server.crt' 。これは、自己署名証明書を生成するスクリプトのエラーが原因で発生します。次の
回避策を使用して自己署名証明書を生成します。すべてのコマンドは、1 次ノードに接続している間
に実行されます。
1. 証明書生成スクリプトをコンテナからプライマリノードにコピーします。

sudo docker cp jupyterhub:/tmp/gen_self_signed_cert.sh ./

2. テキストエディタを使用して 23 行目を変更し、以下に示すようにパブリックホスト名をローカル
ホスト名に変更します。

local hostname=$(curl -s $EC2_METADATA_SERVICE_URI/local-hostname)

3. スクリプトを実行して、自己署名証明書を生成します。

sudo bash ./gen_self_signed_cert.sh

4. スクリプトによって生成される証明書ファイルを /etc/jupyter/conf/ ディレクトリに移動しま
す。:

sudo mv /tmp/server.crt /tmp/server.key /etc/jupyter/conf/

jupyter.logファイルを確認してtail、 JupyterHub 再起動し、200 レスポンスコードを返してい
ることを確認できます。例:

tail -f /var/log/jupyter/jupyter.log

これで、次のようなレスポンスが返されます。

# [I 2018-06-14 18:56:51.356 JupyterHub app:1581] JupyterHub is now running at 
 https://:9443/
# 19:01:51.359 - info: [ConfigProxy] 200 GET /api/routes 

• プライマリノードの再起動後またはインスタンスコントローラーの再起動後に、Amazon EMR バージョ
ン 5.14.0、5.15.0、または 5.16.0 CloudWatch でメトリクスが収集されず、自動スケーリング機能が使
用できなくなります。この問題は、Amazon EMR 5.17.0 で修正されています。
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リリース 5.13.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.13.0 に関する情報が含まれています。5.12.0 からの
変更が含まれています。

アップグレード

• Spark を 2.3.0 にアップグレードしました
• HBase を 1.4.2 にアップグレードしました
• Presto を 0.194 にアップグレードしました
• 1.297AWS SDK for Java にアップグレードしました

変更、機能強化、解決した問題

• [Hive]
• HIVE-15436 をバックポートしました。ビューのみを返すように Hive API が拡張されました。

既知の問題

• MXNet には現在 OpenCV ライブラリがありません。

リリース 5.12.2
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.12.2 に関する情報が含まれています。5.12.1 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• このリリースでは、潜在的なセキュリティ脆弱性に対処しています。

リリース 5.12.1
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.12.1 に関する情報が含まれています。5.12.0 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 3 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• 潜在的な脆弱性に対処するために、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux 
カーネルを更新しました。

リリース 5.12.0
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.12.0 に関する情報が含まれています。5.11.1 からの
変更が含まれています。
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アップグレード

• AWS SDK for Java 1.11.238 ⇒ 1.11.267。詳細については、AWSSDK for Java Change Log on を参照し
てください GitHub。

• Hadoop 2.7.3 ⇒ 2.8.3。詳細については、「Apache Hadoop リリース」を参照してください。
• Flink 1.3.2 ⇒ 1.4.0。詳細については、「Apache Flink 1.4.0 リリースに関するお知らせ」を参照してく

ださい。
• HBase 1.3.1 ⇒ 1.4.0。詳細については、「HBase リリースに関するお知らせ」を参照してください。
• Hue 4.0.1 ⇒ 4.1.0。詳細については、「リリースノート」を参照してください。
• MxNet 0.12.0 詳細については、「MXNet Change Log on」を参照してください GitHub。
• Presto 0.187 ⇒ 0.188。詳細については、「リリースノート」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題

• Hadoop
• yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout プロパティは
yarn.resourcemanager.nodemanager-graceful-decommission-timeout-secs に変更され
ました。このプロパティを使用して、クラスターのスケールダウンをカスタマイズできます。詳細に
ついては、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスターのスケールダウン」を参照してください。

• Hadoop CLI で、直接コピーを指定する -d オプションが cp (copy) コマンドに追加されました。これ
を使用すると、中間の .COPYING ファイルを作成しないようにできるため、Amazon S3 間でのデー
タのコピーが高速になります。詳細については、HADOOP-12384 を参照してください。

• Pig
• Pig 環境プロパティの設定を簡素化する pig-env 構成分類が追加されました。詳細については、「ア

プリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
• Presto

• Presto の presto-connector-redshift 設定ファイルで値を指定するために使用でき
る、redshift.properties 設定分類が追加されました。詳細については、Presto のドキュメント
の「Redshift Connector」、および「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

• EMRFS の Presto サポートが追加されました。これがデフォルト設定です。以前の Amazon EMR リ
リースでは PrestoS3 が使用されておりFileSystem、これが唯一のオプションでした。詳細について
は、「EMRFS とFileSystem PrestoS3の設定 (p. 2269)」を参照してください。

Note

Amazon EMR バージョン 5.12.0 を使用して Amazon S3 で基盤となるデータをクエリする
ときに、Presto エラーが発生することがあります。これは、Presto が emrfs-site.xml か
ら設定分類値を取得できないためです。回避策として、emrfsusr/lib/presto/plugin/
hive-hadoop2/下にサブディレクトリを作成し、usr/lib/presto/plugin/hive-
hadoop2/emrfs/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml既存のファイル
へのシンボリックリンクを作成してください。次に、presto-server プロセスを再起動します 
(sudo presto-server stopその後に続いてsudo presto-server start)。

• Spark
• SPARK-22036: BigDecimal 乗算をバックポートしました。

既知の問題

• MXNet には OpenCV ライブラリは含まれていません。
• デフォルトでは R はクラスターノードにインストールされないため、カスタム AMI を使用して作成され

たクラスターで SparkR を使用することはできません。
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リリース 5.11.3
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.11.3 に関する情報が含まれています。5.11.2 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2019 年 7 月 18 日

変更、機能強化、解決した問題

• TCP SACK サービス拒否の問題 (AWS-2019-005) など、重要な Linux カーネルセキュリティ更新を含め
るように、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI を更新しました。

リリース 5.11.2
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース 5.11.2 に関する情報が含まれています。5.11.1 からの
変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• このリリースでは、潜在的なセキュリティ脆弱性に対処しています。

リリース 5.11.1
次のリリースノートには、Amazon EMR バージョン 5.11.1 リリースに関する情報が含まれていま
す。Amazon EMR 5.11.0 リリースからの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 1 月 22 日

変更、機能強化、解決した問題
• 投機的実行 (CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754) に関連する脆弱性に対処するため

に、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux カーネルを更新しました。詳
細については、「http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/」を参照してくださ
い。

既知の問題
• MXNet には OpenCV ライブラリは含まれていません。
• Hive 2.3.2 では hive.compute.query.using.stats=true がデフォルト設定になっています。これ

により、クエリではデータが直接ではなく既存の統計から取得されるため、混乱が生じる場合がありま
す。たとえば、hive.compute.query.using.stats=true が設定されたテーブルの LOCATION に
新しいファイルをアップロードした場合、テーブルに対して SELECT COUNT(*) クエリを実行すると、
追加された行がカウントされずに、統計からカウントが返されます。

回避策として、ANALYZE TABLE コマンドを使用して新しい統計を収集する
か、hive.compute.query.using.stats=false を設定します。詳細については、Apache Hive ド
キュメントの「Statistics in Hive」を参照してください。
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リリース 5.11.0
次のリリースノートには、Amazon EMR バージョン 5.11.0 リリースに関する情報が含まれていま
す。Amazon EMR 5.10.0 リリースからの変更が含まれています。

アップグレード
このリリースでは、以下のアプリケーションおよびコンポーネントがアップグレードされ、以下のバー
ジョンが含められています。

• Hive 2.3.2
• Spark 2.2.1
• SDK for Java 1.11.238

新機能
• Spark

• spark.decommissioning.timeout.threshold 設定が追加されました。スポットインスタンス
使用時の Spark 廃棄の動作が向上します。詳細については、「ノード停止の動作設定 (p. 2312)」を
参照してください。

• aws-sagemaker-spark-sdkこのコンポーネントを Spark に追加しました。これにより、Amazon 
SageMaker Spark と Spark SageMaker を統合するための関連する依存関係がインストールされま
す。Amazon SageMaker Spark を使用すると、Amazon SageMaker ステージを使用して Spark 機
械学習 (ML) パイプラインを構築できます。詳細については、Amazon  SageMaker 開発者ガイドの
「SageMaker Spark のリードミー」 GitHub と「Amazon SageMaker での Apache Spark の使用」を
参照してください。

既知の問題
• MXNet には OpenCV ライブラリは含まれていません。
• Hive 2.3.2 では hive.compute.query.using.stats=true がデフォルト設定になっています。これ

により、クエリではデータが直接ではなく既存の統計から取得されるため、混乱が生じる場合がありま
す。たとえば、hive.compute.query.using.stats=true が設定されたテーブルの LOCATION に
新しいファイルをアップロードした場合、テーブルに対して SELECT COUNT(*) クエリを実行すると、
追加された行がカウントされずに、統計からカウントが返されます。

回避策として、ANALYZE TABLE コマンドを使用して新しい統計を収集する
か、hive.compute.query.using.stats=false を設定します。詳細については、Apache Hive ド
キュメントの「Statistics in Hive」を参照してください。

リリース 5.10.0
次のリリースノートには、Amazon EMR バージョン 5.10.0 リリースに関する情報が含まれていま
す。Amazon EMR 5.9.0 リリースからの変更が含まれています。

アップグレード
このリリースでは、以下のアプリケーションおよびコンポーネントがアップグレードされ、以下のバー
ジョンが含められています。

• AWS SDK for Java 1.11.221
• Hive 2.3.1
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• Presto 0.187

新機能
• Kerberos 認証のサポートが追加されました。詳しくは、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Kerberos 認

証を使用する」を参照してください。
• Amazon S3 への EMRFS リクエストの IAM ロールのサポートを追加しました。詳細については、

「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon S3 への EMRFS リクエストの IAM ロールを設定する」を参
照してください。

• GPU ベースの P2 および P3 のインスタンスタイプのサポートが追加されました。詳細については、
「Amazon EC2 P2 インスタンス」および「Amazon EC2 P3 インスタンス」を参照してください。こ
れらのインスタンスタイプには、デフォルトで NVIDIA ドライバー 384.81 および CUDA ドライバー 
9.0.176 がインストールされています。

• Apache MXNet (p. 2127) のサポートが追加されました。

変更、機能強化、解決した問題
• Presto

• デフォルトの Hive メタストアとして AWS Glue Data Catalog が使用できるようになりました。詳細
については、「AWS Glue Data Catalog での Presto の使用」を参照してください。

• 「地理空間機能」のサポートが追加されました。
• 結合で「ディスクに書き出す」ことができるようになりました。
• 「Redshift コネクター」のサポートが追加されました。

• Spark
• 「SPARK-20640」をバックポートしました。これによ

り、spark.shuffle.registration.timeout プロパティおよび
spark.shuffle.registration.maxAttempts プロパティを使用して、rpc タイムアウトや、
シャッフル登録値の再試行回数が設定可能になりました。

• SPARK-21549をバックポートしました。これにより、 OutputFormat HDFS以外の場所にカスタムを
書き込むときに発生するエラーが修正されます。

• 「Hadoop-13270」をバックポートしました。
• Numpy、Scipy、Matplotlib の各ライブラリは、Amazon EMR の基本 AMI から削除されています。アプ

リケーションでこれらのライブラリが必要な場合、アプリケーションリポジトリで使用できるため、
ブートストラップアクションで yum install を使用してすべてのノードにインストールすることがで
きます。

• Amazon EMR の基本 AMI にアプリケーションの RPM パッケージが含まれなくなったため、その RPM 
パッケージはクラスターノードに存在しなくなりました。カスタム AMI と Amazon EMR の基本 AMI 
で、Amazon S3 の RPM パッケージリポジトリを参照できるようになりました。

• Amazon EC2 で 1 秒単位の請求が導入されたため、デフォルトの [スケールダウン動作] は [インスタン
ス時間で削除する] ではなく [タスク完了で削除する] になっています。詳細については、「クラスター
のスケールダウンを設定する」を参照してください。

既知の問題
• MXNet には OpenCV ライブラリは含まれていません。
• Hive 2.3.1 では hive.compute.query.using.stats=true がデフォルト設定になっています。これ

により、クエリではデータが直接ではなく既存の統計から取得されるため、混乱が生じる場合がありま
す。たとえば、hive.compute.query.using.stats=true が設定されたテーブルの LOCATION に
新しいファイルをアップロードした場合、テーブルに対して SELECT COUNT(*) クエリを実行すると、
追加された行がカウントされずに、統計からカウントが返されます。
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回避策として、ANALYZE TABLE コマンドを使用して新しい統計を収集する
か、hive.compute.query.using.stats=false を設定します。詳細については、Apache Hive ド
キュメントの「Statistics in Hive」を参照してください。

リリース 5.9.0
次のリリースノートには、Amazon EMR バージョン 5.9.0 リリースに関する情報が含まれていま
す。Amazon EMR 5.8.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 10 月 5 日

最新機能更新日: 2017 年 10 月 12 日

アップグレード
このリリースでは、以下のアプリケーションおよびコンポーネントがアップグレードされ、以下のバー
ジョンが含められています。

• AWS SDK for Java バージョン 1.11.183
• Flink 1.3.2
• Hue 4.0.1
• Pig 0.17.0
• Presto 0.184

新機能
• Livy サポート (バージョン 0.4.0-incubating) を追加しました。詳細については、「Apache 

Livy (p. 2106)」を参照してください。
• Spark の Hue ノートブックのサポートを追加しました。
• i3-シリーズ Amazon EC2 インスタンスのサポートを追加しました (2017 年 10 月 12 日)。

変更、機能強化、解決した問題
• Spark

• 手動のサイズ変更または自動のスケーリングポリシーのリクエストによるノードの終了処理
を、Spark がより適切に行う、新しい機能のセットを追加しました。詳細については、「ノード停止
の動作設定 (p. 2312)」を参照してください。

• ブロック転送サービスの転送時の暗号化には 3DES に代わり SSL を使用します。これにより AES-NI 
で Amazon EC2 インスタンスタイプを使用する場合にパフォーマンスが向上します。

• SPARK-21494 を移植しました。
• Zeppelin

• ZEPPELIN-2377 を移植しました。
• HBase

• HBASE-18533パッチを追加しました。これにより、 BucketCache 構成分類を使用してHBASE構成の
値を追加できます。hbase-site

• Hue
• Hue の Hive クエリエディタでの AWS Glue Data Catalog のサポートを追加しました。
• デフォルトでは、Hue のスーパーユーザーは、Amazon EMR の IAM ロールがアクセスを許可

されているすべてのファイルにアクセスできます。新しく作成されたユーザーには、Amazon 
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S3 ファイルブラウザへのアクセス許可は自動的には付与されません。グループに対して
filebrowser.s3_access アクセス許可を有効にする必要があります。

• AWS Glue Data Catalog を使って作成された、基盤となる JSON データがアクセスできなくなる問題を
解決しました。

既知の問題
• すべてのアプリケーションがインストールされ、デフォルトの Amazon EBS ルートボリュームサイズ

が変更されていない場合、クラスターの起動は失敗します。回避策として、AWS CLI から aws emr 
create-cluster コマンドを使用し、より大きな --ebs-root-volume-size パラメータを指定しま
す。

• Hive 2.3.0 では hive.compute.query.using.stats=true がデフォルト設定になっています。これ
により、クエリではデータが直接ではなく既存の統計から取得されるため、混乱が生じる場合がありま
す。たとえば、hive.compute.query.using.stats=true が設定されたテーブルの LOCATION に
新しいファイルをアップロードした場合、テーブルに対して SELECT COUNT(*) クエリを実行すると、
追加された行がカウントされずに、統計からカウントが返されます。

回避策として、ANALYZE TABLE コマンドを使用して新しい統計を収集する
か、hive.compute.query.using.stats=false を設定します。詳細については、Apache Hive ド
キュメントの「Statistics in Hive」を参照してください。

リリース 5.8.2
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.8.2 に関する情報が含まれています。5.8.1 からの変更
が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 3 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• 潜在的な脆弱性に対処するために、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux 
カーネルを更新しました。

リリース 5.8.1
次のリリースノートには、Amazon EMR バージョン 5.8.1 リリースに関する情報が含まれていま
す。Amazon EMR 5.8.0 リリースからの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 1 月 22 日

変更、機能強化、解決した問題
• 投機的実行 (CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754) に関連する脆弱性に対処するため

に、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux カーネルを更新しました。詳
細については、「http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/」を参照してくださ
い。

リリース 5.8.0
次のリリースノートには、Amazon EMR バージョン 5.8.0 リリースに関する情報が含まれていま
す。Amazon EMR 5.7.0 リリースからの変更が含まれています。
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初回リリース日: 2017 年 8 月 10 日

最新機能更新日: 2017 年 9 月 25 日

アップグレード
このリリースでは、以下のアプリケーションおよびコンポーネントがアップグレードされ、以下のバー
ジョンが含められています。

• AWS SDK 1.11.160
• Flink 1.3.1
• Hive 2.3.0。詳細については、Apache Hive サイトの「リリースノート」を参照してください。
• Spark 2.2.0。詳細については、Apache Spark サイトの「リリースノート」を参照してください。

新機能
• アプリケーション履歴の表示のサポートを追加しました (2017 年 9 月 25 日)。詳細については、

「Amazon EMR 管理ガイド」の「アプリケーションの履歴を表示する」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題
• AWS Glue Data Catalog との統合

• Hive および Spark SQL で AWS Glue Data Catalog を Hive メタデータストアとして使用する機
能を追加しました。詳細については、Hive のメタストアとしての AWS Glue Data Catalog の使
用 (p. 1926)およびSpark SQL のメタストアとしての AWS Glue Data Catalog の使用 (p. 2306)を参照
してください。

• クラスター詳細の [Application history] を追加しました。これにより、YARN アプリケーションの履歴
データや、Spark アプリケーションの追加の詳細を表示できます。詳細については、「Amazon EMR 管
理ガイド」の「アプリケーションの履歴を表示する」を参照してください。

• Oozie
• OOZIE-2748 をバックポートしました。

• Hue
• HUE-5859 をバックポートしました。

• HBase
• getMasterInitializedTime を使用して Java Management Extensions (JMX) 経由で HBase マス

ターサーバーの開始時間を公開するパッチを追加しました。
• クラスターの開始時間を改善するパッチを追加しました。

既知の問題
• すべてのアプリケーションがインストールされ、デフォルトの Amazon EBS ルートボリュームサイズ

が変更されていない場合、クラスターの起動は失敗します。回避策として、AWS CLI から aws emr 
create-cluster コマンドを使用し、より大きな --ebs-root-volume-size パラメータを指定しま
す。

• Hive 2.3.0 では hive.compute.query.using.stats=true がデフォルト設定になっています。これ
により、クエリではデータが直接ではなく既存の統計から取得されるため、混乱が生じる場合がありま
す。たとえば、hive.compute.query.using.stats=true が設定されたテーブルの LOCATION に
新しいファイルをアップロードした場合、テーブルに対して SELECT COUNT(*) クエリを実行すると、
追加された行がカウントされずに、統計からカウントが返されます。
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回避策として、ANALYZE TABLE コマンドを使用して新しい統計を収集する
か、hive.compute.query.using.stats=false を設定します。詳細については、Apache Hive ド
キュメントの「Statistics in Hive」を参照してください。

• Spark - Spark を使用する場合、apppusher デーモンには、長時間実行されている Spark ジョブで数時間
または数日後に発生する可能性があるファイルハンドラのリークの問題があります。この問題を修正す
るには、マスターノードに接続し、「sudo /etc/init.d/apppusher stop」と入力します。これに
より、その apppusher デーモンが停止し、Amazon EMR がこのデーモンを自動的に再起動します。

• アプリケーションの履歴
• Spark のデッドエグゼキュターの履歴データは利用できません。
• アプリケーション履歴は、セキュリティ設定を使用してインフライト暗号化を有効にするクラスター

では利用できません。

リリース 5.7.0
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.7.0 に関する情報が含まれています。Amazon EMR 5.6.0 リ
リースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 7 月 13 日

アップグレード
• Flink 1.3.0
• Phoenix 4.11.0
• Zeppelin 0.7.2

新機能
• クラスターの作成時に、カスタム Amazon Linux AMI を指定する機能を追加しました。詳細について

は、「カスタム AMI の使用」を参照してください。

変更、機能強化、解決した問題
• HBase

• HBase のリードレプリカクラスターを設定する機能を追加しました。詳細については、「リードレプ
リカクラスターの使用」を参照してください。

• 複数のバグ修正と機能強化
• Presto – node.properties を設定する機能を追加しました。
• YARN – container-log4j.properties を設定する機能を追加しました。
• Sqoop – SQOOP-2880 をバックポートしました。Sqoop 一時ディレクトリを設定できる引数が導入され

ています。

リリース 5.6.0
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.6.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.5.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 6 月 5 日
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アップグレード
• Flink 1.2.1
• HBase 1.3.1
• Mahout 0.13.0。Amazon EMR バージョン 5.0 以降の Spark 2.x をサポートする最初のバージョンの 

Mahout です。
• Spark 2.1.1

変更、機能強化、解決した問題
• Presto

• セキュリティ設定を使って転送時の暗号化を有効にして、Presto ノード間で SSL/TLS を使った安全
な通信を有効にする機能が追加されました。詳細については、「転送時のデータ暗号化」を参照して
ください。

• Presto 7661 を移植しました。これにより VERBOSE オプションを EXPLAIN ANALYZE ステートメン
トに追加し、クエリプランについての、より詳細なレポートと低レベルの統計を作成できます。

リリース 5.5.3
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.5.3 に関する情報が含まれています。5.5.2 からの変更
が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• このリリースでは、潜在的なセキュリティ脆弱性に対処しています。

リリース 5.5.2
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース5.5.2 に関する情報が含まれています。5.5.1 からの変更
が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 3 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• 潜在的な脆弱性に対処するために、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux 
カーネルを更新しました。

リリース 5.5.1
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.5.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.5.0 リリースからの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 1 月 22 日

変更、機能強化、解決した問題
• 投機的実行 (CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754) に関連する脆弱性に対処するため

に、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux カーネルを更新しました。詳
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細については、「http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/」を参照してくださ
い。

リリース 5.5.0
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.5.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.4.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 4 月 26 日

アップグレード
• Hue 3.12
• Presto 0.170
• Zeppelin 0.7.1
• ZooKeeper 3.4.10

変更、機能強化、解決した問題
• Spark

• Spark のパッチ「(SPARK-20115) 外部シャッフルサービスが利用できない場合に、すべての失われた
シャッフルブロックを再計算するように DAGScheduler を修正」を Spark バージョン 2.1.0 にバック
ポートしました。これはこのリリースに含まれています。

• Flink
• Flink は Scala 2.11 で作成されるようになりました。プロジェクトで Scala API とライブラリを使用す

る場合は、Scala 2.11 を使用することをお勧めします。
• HADOOP_CONF_DIR と YARN_CONF_DIR のデフォルトが適切に設定されないため start-
scala-shell.sh が機能しない問題に対応しました。さらに env.hadoop.conf.dir または
env.yarn.conf.dir 設定分類の /etc/flink/conf/flink-conf.yaml と flink-conf を使っ
て、これらの値を設定する機能を追加しました。

• EMR 固有の新しいコマンドで、flink-scala-shell のラッパーとなる start-scala-shell.sh
を追加しました。start-scala-shell に代えて、このコマンドを使用することをお勧めします。新
しいコマンドにより実行が簡素化されます。たとえば、flink-scala-shell -n 2 は、タスクの並
行度 2 で、Flink Scala シェルを開始します。

• EMR 固有の新しいコマンドで、flink-yarn-session のラッパーとなる yarn-session.sh を追
加しました。yarn-session に代えて、このコマンドを使用することをお勧めします。新しいコマン
ドにより実行が簡素化されます。たとえば、flink-yarn-session -d -n 2 は長時間稼働の Flink 
セッションを、デタッチ状態で、2 つのタスクマネージャを使って開始します。

• 「(FLINK-6125) Commons httpclient が Flink 1.2 でシェードされない」の問題に対応しました。
• Presto

• LDAP 認証のサポートが追加されました。Amazon EMR の Presto で LDAP を 使用す
る場合は、Presto コーディネーターの HTTPS アクセスを有効にする必要があります 
(config.properties の http-server.https.enabled=true)。設定の詳細については、Presto 
のドキュメントの「LDAP Authentication」を参照してください。

• SHOW GRANTS のサポートが追加されました。
• Amazon EMR の基本 Linux AMI

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2017.03 に基づいています。詳細については、
「Amazon Linux AMI 2017.03 リリースノート」を参照してください。

• Python 2.6 は Amazon EMR の基本 Linux イメージから削除されました。Python 2.7 と 3.4 がデフォ
ルトでインストールされます。必要な場合には Python 2.6 を手動でインストールできます。
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リリース 5.4.0
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.4.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.3.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 3 月 8 日

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。

• Flink 1.2.0 にアップグレードしました
• Hbase 1.3.0　にアップグレード済み
• Phoenix 4.9.0　にアップグレード済み

Note

古いバージョンの Amazon EMR から Amazon EMR バージョン 5.4.0 以降にアップグレードし
て、セカンダリインデックスを使用する場合、Apache Phoenix のドキュメントで説明される
ようにローカルインデックスをアップグレードしてください。Amazon EMR は必要な設定を
hbase-site 分類から削除しますが、インデックスはデータを再入力する必要があります。イ
ンデックスはオンラインとオフラインでアップグレードできます。オンラインのアップグレー
ドがデフォルトです。これはバージョン4.8.0以降のPhoenixクライアントで初期する間にイン
デックスの値が再設定されることを意味します。オフラインアップグレードを指定するには、
phoenix.client.localIndexUpgrade 構成を phoenix-site 分類で　False　に設定して
から、SSH　をマスターノードに設定して psql [zookeeper] -1を実行します。

• Presto 0.166 にアップグレードしました
• Zeppelin 0.7.0 にアップグレードしました

変更と機能強化
以下は、リリースラベル emr-5.4.0 の Amazon EMR リリースでの変更点です。

• r4 インスタンスへのサポートを追加済み。「Amazon EC2 インスタンスタイプ」を参照してください。

リリース 5.3.1
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.3.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.3.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 2 月 7 日

Zeppelin パッチをバックポートして Amazon EMR のデフォルトの AMI を更新するための小さな変更。

リリース 5.3.0
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.3.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.2.1 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 1 月 26 日

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。
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リリース 5.2.2

• Hive 2.1.1 にアップグレードしました
• Hue 3.11.0 にアップグレードしました
• Spark 2.1.0 にアップグレードしました
• Oozie 4.3.0 にアップグレードしました
• Flink 1.1.4 にアップグレードしました

変更と機能強化
以下は、リリースラベル emr-5.3.0 の Amazon EMR リリースでの変更点です。

• interpreters_shown_on_wheel ファイルでの順序にかかわらず、ノートブックの選択ホイールで最
初に表示するインタープリタを指定する hue.ini 設定を使用できるようにするパッチを Hue に追加し
ました。

• Hive の hive-parquet-logging ファイルで値を設定するために使用できる、parquet-
logging.properties 設定分類を追加しました。

リリース 5.2.2
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.2.2 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.2.1 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 5 月 2 日

以前のリリースから解決された既知の問題
• SPARK-194459 をしました。char/varchar の列を持つ ORC テーブルからの読み取りが失敗する問題に

対応しました。

リリース 5.2.1
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.2.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.2.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 12 月 29 日

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。

• Presto を 0.157.1 にアップグレードしました。詳細については、Presto のドキュメントの「Presto リ
リースノート」を参照してください。

• ZooKeeper を 3.4.9 にアップグレードしました。詳細については、Apache ZooKeeper ZooKeeperのド
キュメントのリリースノートを参照してください。

変更と機能強化
以下は、リリースラベル emr-5.2.1 の Amazon EMR リリースでの変更点です。

• 5.0.0、5.0.3、5.2.0 を除く Amazon EMR バージョン 4.8.3 以降の Amazon EC2 の m4.16xlarge インス
タンスタイプのサポートが追加されました。
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
リリース 5.2.0

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.09 に基づいています。詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/」を参照してください。

• これで、Flink および YARN 設定パスの場所はデフォルトで /etc/default/flink に設定されました
ので、Flink のジョブを起動するために FLINK_CONF_DIR または HADOOP_CONF_DIR ドライバースク
リプトを実行するときに、環境変数 flink および yarn-session.sh を設定する必要はありません。

• FlinkKinesisConsumer クラスのサポートが追加されました。

以前のリリースから解決された既知の問題
• ReplicationMonitor 大規模なクラスターで同じファイルの複製と削除が競合してスレッドが長時間停止す

ることがある Hadoop の問題を修正しました。
• ジョブのステータスが正常に更新されなかったときに ControlledJob #toString が NULL ポインター例外 

(NPE) で失敗する問題を修正しました。

リリース 5.2.0
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.2.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.1.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 11 月 21 日

変更と機能強化
このリリースでは、次の変更と機能強化を使用できます。

• HBase の Amazon S3 ストレージモードを追加しました。
• HBase ルートディレクトリの Amazon S3 ロケーションを指定できます。Amazon S3 の HBase の詳細

については、「Amazon S3 の HBase」を参照してください。

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。

• Spark 2.0.2 にアップグレードしました

以前のリリースから解決された既知の問題
• EBS のみのインスタンスタイプで 2 TB に制約されていた /mnt に関する問題を修正。
• 通常の log4j-configured .log ファイルではなく、対応する .out ファイルに出力され、1 時間ごとにロー

テーションされていた、インスタンスコントローラーおよび logpusher ログに関する問題を修正。.out 
ファイルはローテーションしないため、最終的には /emr パーティションがいっぱいになります。この問
題は、ハードウェア仮想マシン (HVM) のインスタンスタイプにのみ影響します。

リリース 5.1.0
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.1.0 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.0.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 11 月 3 日
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リリース 5.0.3

変更と機能強化
このリリースでは、次の変更と機能強化を使用できます。

• Flink 1.1.3 のサポートを追加。
• Presto が、Hue のノートブックセクションでオプションとして追加。

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。

• HBase 1.2.3 にアップグレードしました
• Zeppelin 0.6.2 にアップグレードしました

以前のリリースから解決された既知の問題
• 以前の Amazon EMR 4.x バージョンと同じく、ORC ファイルがある Amazon S3 の Tez クエリが実行

されない問題を修正しました。

リリース 5.0.3
次のリリースノートには、Amazon EMR 5.0.3 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
5.0.0 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 10 月 24 日

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。

• Hadoop 2.7.3 にアップグレードしました
• Presto 0.152.3 にアップグレードします。このアップグレードには Presto ウェブインターフェイスの

サポートが含まれています。Presto コーディネーターの Presto ウェブインターフェイスには、ポート 
8889 を使用してアクセスできます。Presto ウェブインターフェイスの詳細については、Presto のド
キュメントの「ウェブインターフェイス」を参照してください。

• Spark 2.0.1 にアップグレードしました
• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.09 に基づいています。詳細については、「http:// 

aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/」を参照してください。

リリース 5.0.0
リリース日: 2016 年 7 月 27 日

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。

• Hive 2.1 にアップグレードしました
• Presto 0.150 にアップグレードしました
• Spark 2.0 にアップグレードしました
• Hue 3.10.0 にアップグレードしました
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リリース 4.9.5

• Pig 0.16.0 にアップグレードしました
• Tez 0.8.4 にアップグレードしました
• Zeppelin 0.6.1 にアップグレードしました

変更と機能強化
以下は、リリースラベル emr-5.0.0 以降の Amazon EMR リリースでの変更点です。

• Amazon EMR は Hive (バージョン 2.1)、Pig (バージョン 0.16.0) の最新のオープンソースバージョンを
サポートします。以前に Amazon EMR で Hive または Pig を使用している場合、このことはいくつかの
ユースケースに影響を与える可能性があります。詳細については、「Hive」および「Pig」を参照してく
ださい。

• 現在の Hive および Pig のデフォルト実行エンジンは Tez です。これを変更するには、hive-site およ
び pig-properties のそれぞれの設定分類の適切な値を編集します。

• サービスが原因を識別できる場合にステップ障害の根本原因を表示できるようにするステップ、デバッ
グ機能が追加されました。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「デバッグの詳細ステッ
プ」を参照してください。

• アプリケーションは以前「-Sandbox」で終了しましたが、そのサフィックスはもうありません。たとえ
ば、これらのアプリケーションを使ってクラスターを起動するスクリプトを使用している場合、これに
よってオートメーションが中断する可能性があります。次の表は、Amazon EMR 4.7.2 と Amazon EMR 
5.0.0 のアプリケーション名を示しています。

アプリケーション名変更

Amazon EMR 4.7.2 Amazon EMR 5.0.0

Oozie-Sandbox Oozie

Presto-Sandbox Presto

Sqoop-Sandbox Sqoop

Zeppelin-Sandbox Zeppelin

ZooKeeper-サンドボックス ZooKeeper

• Spark は現在 Scala 2.11 向けにコンパイルされています。
• 現在のデフォルト JVM は Java 8 です。すべてのアプリケーションは Java 8 ランタイムを使用して動

作します。アプリケーションのバイトコードターゲットには変更はありません。ほとんどのアプリケー
ションは、引き続き Java 7 を対象としています。

• Zeppelin には、認証機能が組み込まれています。詳細については、「Zeppelin」を参照してください。
• セキュリティ設定のサポートを追加しました。これにより、暗号化オプションをより簡単に作成、適用

できます。詳細については、「データの暗号化」を参照してください。

リリース 4.9.5
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース4.9.5 に関する情報が含まれています。4.9.4 からの変更
が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 8 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• HBase
• このリリースでは、潜在的なセキュリティ脆弱性に対処しています。
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リリース 4.9.4

リリース 4.9.4
次のリリースノートには、Amazon EMR リリース4.9.4 に関する情報が含まれています。4.9.3 からの変更
が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 3 月 29 日

変更、機能強化、解決した問題

• 潜在的な脆弱性に対処するために、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux 
カーネルを更新しました。

リリース 4.9.3
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.9.3 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.9.2 リリースからの変更が含まれています。

初回リリース日: 2018 年 1 月 22 日

変更、機能強化、解決した問題
• 投機的実行 (CVE-2017-5715、CVE-2017-5753、CVE-2017-5754) に関連する脆弱性に対処するため

に、Amazon EMR のデフォルトの Amazon Linux AMI の Amazon Linux カーネルを更新しました。詳
細については、「http://aws.amazon.com/security/security-bulletins/AWS-2018-013/」を参照してくださ
い。

リリース 4.9.2
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.9.2 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.9.1 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 7 月 13 日

このリリースでは小さな変更、バグ修正、および機能強化が行われました。

リリース 4.9.1
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.9.1 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.8.4 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 4 月 10 日

以前のリリースから解決された既知の問題
• HIVE-9976 および HIVE-10106 を移植しました。
• 多数のノード (2,000 以上) やコンテナ (5,000 以上) によって、"Exception in thread 'main' 
java.lang.OutOfMemoryError" などのメモリエラーが発生することがある、YARN の問題を修正し
ました。

変更と機能強化
以下は、リリースラベル emr-4.9.1 の Amazon EMR リリースでの変更点です。
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リリース 4.8.4

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2017.03 に基づいています。詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2017.03-release-notes/」を参照してください。

• Python 2.6 は Amazon EMR の基本 Linux イメージから削除されました。必要な場合には Python 2.6 を
手動でインストールできます。

リリース 4.8.4
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.8.4 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.8.3 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2017 年 2 月 7 日

このリリースでは小さな変更、バグ修正、および機能強化が行われました。

リリース 4.8.3
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.8.3 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.8.2 リリースからの変更が含まれています。

リリース日: 2016 年 12 月 29 日

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。

• Presto を 0.157.1 にアップグレードしました。詳細については、Presto のドキュメントの「Presto リ
リースノート」を参照してください。

• Spark を 1.6.3 にアップグレードしました。詳細については、Apache Spark のドキュメントの「Spark 
リリースノート」を参照してください。

• ZooKeeper 3.4.9 にアップグレードしました。詳細については、Apache ZooKeeper ZooKeeperのドキュ
メントのリリースノートを参照してください。

変更と機能強化
以下は、リリースラベル emr-4.8.3 の Amazon EMR リリースでの変更点です。

• 5.0.0、5.0.3、5.2.0 を除く Amazon EMR バージョン 4.8.3 以降の Amazon EC2 の m4.16xlarge インス
タンスタイプのサポートが追加されました。

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.09 に基づいています。詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/」を参照してください。

以前のリリースから解決された既知の問題
• ReplicationMonitor 大規模なクラスターで同じファイルの複製と削除が競合してスレッドが長時間停止す

ることがある Hadoop の問題を修正しました。
• ジョブのステータスが正常に更新されなかったときに ControlledJob #toString が NULL ポインター例外 

(NPE) で失敗する問題を修正しました。

リリース 4.8.2
次のリリースノートには、Amazon EMR 4.8.2 リリースに関する情報が含まれています。Amazon EMR 
4.8.0 リリースからの変更が含まれています。
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リリース 4.8.0

リリース日: 2016 年 10 月 24 日

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。

• Hadoop 2.7.3 にアップグレードしました
• Presto 0.152.3 にアップグレードします。このアップグレードには Presto ウェブインターフェイスの

サポートが含まれています。Presto コーディネーターの Presto ウェブインターフェイスには、ポート 
8889 を使用してアクセスできます。Presto ウェブインターフェイスの詳細については、Presto のド
キュメントの「ウェブインターフェイス」を参照してください。

• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.09 に基づいています。詳細については、「http:// 
aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.09-release-notes/」を参照してください。

リリース 4.8.0
リリース日: 2016 年 9 月 7 日

アップグレード
このリリースでは、次のアップグレードを使用できます。

• HBase 1.2.2 にアップグレードしました
• Presto-Sandbox 0.151 にアップグレードしました
• Tez 0.8.4 にアップグレードしました
• Zeppelin-Sandbox 0.6.1 にアップグレードしました

変更と機能強化
以下は、リリースラベル emr-4.8.0 の Amazon EMR リリースでの変更点です。

• インスタンスが終了したために存在しなくなったコンテナをクリーンアップしようとする YARN の問題
を修正しました。 ApplicationMaster

• Oozie の例の Hive2 アクションの hive-server2 URL を修正しました。
• さらに多くの Presto カタログのサポートを追加しました。
• 次のパッチを移植しました:

HIVE-8948、HIVE-12679、HIVE-13405、PHOENIX-3116、HADOOP-12689
• セキュリティ設定のサポートを追加しました。これにより、暗号化オプションをより簡単に作成、適用

できます。詳細については、「データの暗号化」を参照してください。

リリース 4.7.2
以下のリリースノートには、Amazon EMR 4.7.2 に関する情報が含まれています。

リリース日: 2016 年 7 月 15 日

機能
このリリースでは、次の機能を使用できます。

• Mahout 0.12.2 にアップグレードしました
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• Presto 0.148 にアップグレードしました
• Spark 1.6.2 にアップグレードしました
• URI をパラメータとして使用して EMRFS AWSCredentialsProvider で使用するためのを作成できるよう

になりました。詳細については、「EMRFS AWSCredentialsProvider 用の an の作成」を参照してくだ
さい。

• EMRFS では、ユーザーが emrfs-site.xml で fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint プロパ
ティを使用して、整合性のあるビューのメタデータのカスタム DynamoDB エンドポイントを設定でき
るようになりました。

• /usr/bin に spark-example というスクリプトを追加しました。これにより /usr/lib/spark/
spark/bin/run-example をラップし、例を直接実行できます。 SparkPi たとえば、Spark ディスト
リビューションに付属するサンプルを実行するには、spark-example SparkPi 100コマンドライン
から実行するか、APIcommand-runner.jar のステップとして使用します。

以前のリリースから解決された既知の問題
• Oozie で、Spark もインストールされたときに spark-assembly.jar が正しい場所にないため

に、Oozie で Spark アプリケーションを起動できなくなる問題を解決しました。
• YARN コンテナで Spark Log4j ベースのログインに関する問題を修正しました。

リリース 4.7.1
リリース日: 2016 年 6 月 10 日

以前のリリースから解決された既知の問題
• プライベートサブネットを持つ VPC で起動されたクラスターの起動時間が長くなる問題を修正しまし

た。このバグの影響があったのは、Amazon EMR 4.7.0 リリースで起動されたクラスターのみです。
• Amazon EMR 4.7.0 リリースで起動されたクラスターに対する Amazon EMR でのファイルのリスト処

理が不適切であった問題を修正しました。

リリース 4.7.0
Important

Amazon EMR 4.7.0 は廃止されています。代わりに Amazon EMR 4.7.1 以降を使用してくださ
い。

リリース日: 2016 年 6 月 2 日

機能
このリリースでは、次の機能を使用できます。

• Apache Phoenix 4.7.0 を追加しました
• Apache Tez 0.8.3 を追加しました
• HBase 1.2.1 にアップグレードしました
• Mahout 0.12.0 にアップグレードしました
• Presto 0.147 にアップグレードしました
• AWS SDK for Java が 1.10.75 にアップグレード
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• ユーザーがローカルモードで Pig を実行できるようにするため、最終的なフラグが
mapreduce.cluster.local.dir の mapred-site.xml プロパティから削除されました。

Amazon Redshift JDBC ドライバーがクラスターで利用可能
Amazon Redshift JDBC ドライバーが /usr/share/aws/redshift/jdbc に含まれました。/usr/
share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC41.jar は JDBC 4.1 互換の Amazon Redshift ドライ
バー、/usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC4.jar は JDBC 4.0 互換の Amazon Redshift 
ドライバーです。詳細については、Amazon Redshift 管理ガイドの「JDBC 接続の設定」を参照してくだ
さい。

Java 8
Presto を除き、OpenJDK 1.7 はすべてのアプリケーションに使用されるデフォルトの JDK です。ただ
し、OpenJDK 1.7 と 1.8 の両方がインストールされています。アプリケーションの JAVA_HOME を設定す
る方法については、「Java 8 を使用したアプリケーションの設定」を参照してください。

以前のリリースから解決された既知の問題
• emr-4.6.0 で Amazon EMR 用のスループット最適化 HDD (st1) EBS ボリュームで著しくパフォーマンス

に影響を与えていたカーネルの問題を修正しました。
• アプリケーションとして Hadoop を選択せずに HDFS 暗号化ゾーンを指定した場合にクラスターが失敗

する問題を修正しました。
• デフォルトの HDFS 書き込みポリシーを RoundRobin から
AvailableSpaceVolumeChoosingPolicy に変更しました。 RoundRobin 一部のボリュームが構成
で適切に使用されなかったため、コアノードに障害が発生し、HDFSの信頼性が低下しました。

• 整合性のあるビューを実現するためにデフォルトの DynamoDB メタデータテーブルを作成するとき
に、例外が発生する原因となっていた EMRFS CLI に関する問題を修正しました。

• マルチパートの名前の変更およびコピーオペレーション中に発生する可能性のあった、EMRFS のデッ
ドロックの問題を修正しました。

• CopyPart デフォルトのサイズが 5 MB になる原因となっていた EMRFS の問題を修正しました。現在で
は、デフォルト値は 128 MB で適切に設定されます。

• サービスを停止できなくなる可能性のある、Zeppelin upstart 設定の問題を修正しました。
• s3a:// がそれぞれのクラスパスで適切にロードされていないために、/usr/lib/hadoop/hadoop-
aws.jar URI スキームを使用できなくなる Spark および Zeppelin の問題を修正しました。

• HUE-2484 を移植しました。
• HBase ブラウザサンプルでの問題を修正するため、Hue 3.9.0 (JIRA が存在しない) から commit を移植

しました。
• HIVE-9073 を移植しました。

リリース 4.6.0
リリース日: 2016 年 4 月 21 日

機能
このリリースでは、次の機能を使用できます。

• HBase 1.2.0 を追加しました
• Zookeeper-Sandbox 3.4.8 を追加しました
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• Presto-Sandbox 0.143 にアップグレードしました
• 現在、Amazon EMR リリースは Amazon Linux 2016.03.0 に基づいています。詳細については、「http:// 

aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2016.03-release-notes/」を参照してください。

スループット最適化 HDD (st1) EBS ボリュームタイプに影響を
及ぼす問題
Linux カーネルバージョン 4.2 以降の問題は、EMR 用のスループット最適化 HDD (st1) EBS ボリュームの
パフォーマンスに大きな影響を及ぼします。このリリース (emr-4.6.0) ではカーネルバージョン 4.4.5 を使
用するため、影響を受けます。したがって、st1 EBS ボリュームを使用する場合、emr-4.6.0 を使用しない
ことをお勧めします。emr-4.5.0 以前の Amazon EMR リリースと st1 であれば、影響を受けずに使用でき
ます。これに加えて、将来のリリースで修正が提供されます。

Python のデフォルト値
現在、Python 3.4 がデフォルトでインストールされますが、Python 2.7 はシステムデフォルトのままで
す。いずれかのブートストラップアクションを使用して Python 3.4 をシステムデフォルトとして設定でき
ます。設定 API を使用して PYSPARK_PYTHON/usr/bin/python3.4spark-env エクスポートを分類
に設定すると、が使用する Python PySpark のバージョンに影響します。

Java 8
Presto を除き、OpenJDK 1.7 はすべてのアプリケーションに使用されるデフォルトの JDK です。ただ
し、OpenJDK 1.7 と 1.8 の両方がインストールされています。アプリケーションの JAVA_HOME を設定す
る方法については、「Java 8 を使用したアプリケーションの設定」を参照してください。

以前のリリースから解決された既知の問題
• アプリケーションのプロビジョニングが、生成されたパスワードが原因でランダムに失敗する問題を修

正しました。
• 以前は、mysqld がすべてのノードにインストールされました。現在では、選択されたアプリケーショ

ンにコンポーネントとして mysql-server が含まれている場合のみ、マスターインスタンスのみにイ
ンストールされます。現在、HCatalog、Hive、Hue、Presto-Sandbox、および Sqoop-Sandbox の各ア
プリケーションに、mysql-server コンポーネントが含まれています。

• yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores をデフォルトの 32 から 80 に変更しました。こ
れにより、コアインスタンスタイプが、YARN vcores が 32 より高く設定されているいくつかのラージ
インスタンスタイプのいずれかであるクラスターで、maximizeResourceAllocation オプションを
使用中に Spark で主に発生する、emr-4.4.0 での問題が修正されました。この問題の影響を受けていた
のは、c4.8xlarge、cc2.8xlarge、hs1.8xlarge、i2.8xlarge、m2.4xlarge、r3.8xlarge、d2.8xlarge、または 
m4.10xlarge です。

• 現在では s3-dist-cp はすべての Amazon S3 候補に EMRFS を使用し、一時 HDFS ディレクトリにはス
テージングしません。

• クライアント側の暗号化のマルチパートアップロードの例外処理に関する問題を修正しました。
• ユーザーが Amazon S3 ストレージクラスを変更できるようにするオプションを追加しました。デフォ

ルトでは、この設定は STANDARD です。emrfs-site 設定の分類設定は fs.s3.storageClass で、
指定できる値は STANDARD、STANDARD_IA、REDUCED_REDUNDANCY です。ストレージクラスの詳細
については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「ストレージクラス」を参照して
ください。

リリース 4.5.0
リリース日: 2016 年 4 月 4 日
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機能
このリリースでは、次の機能を使用できます。

• Spark 1.6.1 にアップグレードしました
• Hadoop 2.7.2 にアップグレードしました
• Presto 0.140 にアップグレードしました
• Amazon S3 サーバー側の暗号化のための AWS KMS のサポートを追加しました。

以前のリリースから解決された既知の問題
• ノードが再起動された後に MySQL および Apache サーバーが起動しない問題を修正しました。
• Amazon S3 に保存されているパーティション分割されていないテーブルで IMPORT が正しく機能しな

い問題を修正しました。
• Hive テーブルに書き込むときに、ステージングディレクトリが /mnt/tmp ではなく /tmp であることが

要求される Presto の問題を修正しました。

リリース 4.4.0
リリース日: 2016 年 3 月 14 日

機能
このリリースでは、次の機能を使用できます。

• HCatalog 1.0.0 を追加しました
• Sqoop-Sandbox 1.4.6 を追加しました
• Presto 0.136 にアップグレードしました
• Zeppelin 0.5.6 にアップグレードしました
• Mahout 0.11.1 にアップグレードしました
• デフォルトで dynamicResourceAllocation を有効にしました。
• リリースのすべての設定分類の表を追加しました。詳細については、「アプリケーションの設定」の設

定分類の表を参照してください。

以前のリリースから解決された既知の問題
• maximizeResourceAllocationこの設定では YARN ApplicationMaster デーモン用に十分なメモリが

確保されないという問題を修正しました。
• カスタム DNS で発生した問題を修正しました。resolve.conf のエントリが、提供されたカスタムエ

ントリよりも前に指定されている場合、そのカスタムエントリは解決されません。この動作は、デフォ
ルトの VPC ネームサーバーが resolve.conf のトップエントリとして挿入された VPC のクラスター
によって影響を受けました。

• デフォルトの Python がバージョン 2.7 に移行した場合に、そのバージョンに対して boto がインストー
ルされなかった問題を修正しました。

• YARN コンテナと Spark アプリケーションが独自の Ganglia ラウンドロビンデータベース (rrd) ファイ
ルを生成し、それによりインスタンスにアタッチされた最初のディスクがいっぱいになる問題を修正し
ました。この修正によって、YARN コンテナレベルのメトリクスが無効になり、Spark アプリケーショ
ンレベルのメトリクスが無効になりました。
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• ログプッシャーですべての空のログフォルダーが削除される問題を修正しました。この問題により、ロ
グプッシャーは user の空の /var/log/hive フォルダを削除したため、Hive CLI はログを記録できま
せんでした。

• パーティション分割に影響し、インポート中にエラーを発生させた、Hive のインポートに影響を与える
問題を修正しました。

• EMRFS と s3-dist-cp が、ピリオドを含むバケット名を適切に処理しなかった問題を修正しました。
• EMRFS の動作を変更し、バージョニングが有効なバケットで、_$folder$ マーカーファイルが連続し

て作成されないようにしました。これにより、バージョニングが有効なバケットでパフォーマンスが向
上する可能性があります。

• クライアント側の暗号化が有効になっている場合を除き、インストラクションファイ
ルを使用しないよう EMRFS の動作を変更しました。クライアント側の暗号化を使
用中にインストラクションファイルを削除する場合は、emrfs-site.xml プロパティの
fs.s3.cse.cryptoStorageMode.deleteInstructionFiles.enabled を true に設定できます。

• YARN ログの集計を変更し、集計先でログを 2 日間保持するようにしました。デフォルトの送信先は
クラスターの HDFS ストレージです。この期間を変更する場合は、クラスターの作成時に yarn.log-
aggregation.retain-seconds 設定分類を使用して yarn-site の値を変更します。これまでどお
り、クラスターの作成時は、log-uri パラメータを使用して、Amazon S3 にアプリケーションログを
保存できます。

適用されたパッチ
オープンソースのプロジェクトから、次のパッチがこのリリースで追加されました。

• HIVE-9655
• HIVE-9183
• HADOOP-12810

リリース 4.3.0
リリース日: 2016 年 1 月 19 日

機能
このリリースでは、次の機能を使用できます。

• Hadoop 2.7.1 にアップグレードしました
• Spark 1.6.0 にアップグレードしました
• Ganglia を 3.7.2 にアップグレードしました
• Presto を 0.130 にアップグレードしました

Amazon EMR を true に設定すると、spark.dynamicAllocation.enabled にいくつかの変更が加えら
れていました。デフォルトでは false です。true に設定すると、maximizeResourceAllocation 設定で
定義されているデフォルト設定に影響を与えます。

• spark.dynamicAllocation.enabled を true に設定した場合、spark.executor.instances は
maximizeResourceAllocation によって設定されません。

• spark.driver.memory 設定は、spark.executors.memory 設定と同様に、クラスター内のイン
スタンスタイプに基づいて定義されます。ただし、Spark ドライバーアプリケーションは、マスターイ
ンスタンスまたはいずれかのコアインスタンスで（たとえば、YARN クライアントモードとクラスター
モードのそれぞれで）実行されるため、spark.driver.memory 設定は、これらの 2 つのインスタン
スグループ間で、小さい方のインスタンスのインスタンスタイプに基づいて定義されます。
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• spark.default.parallelism 設定は、YARN コンテナに使用可能な CPU コアの数の 2 倍に定義さ
れます。以前のリリースでは、半分の値に定義されていました。

• Spark YARN プロセス用に予約されるメモリオーバーヘッドの計算精度が上がったため、Spark に使用
可能なメモリの合計量（spark.executor.memory）がわずかに増えました。

以前のリリースから解決された既知の問題
• 現在、YARN ログの集計はデフォルトで有効になります。
• YARN ログの集計が有効な場合に、クラスターの Amazon S3 ログバケットにログがプッシュされない

問題を修正しました。
• YARN コンテナサイズは、すべてのノードタイプで新たに最低 32 になりました。
• 大規模なクラスターのマスターノードで過剰なディスク I/O を発生させる Ganglia の問題を修正しまし

た。
• クラスターのシャットダウン時に Amazon S3 にアプリケーションログがプッシュされない問題を修正

しました。
• 特定のコマンドを失敗させる EMRFS CLI の問題を修正しました。
• Zeppelin SparkContext で基礎となる依存関係が読み込まれない問題を修正しました。
• インスタンスの追加を試みるサイズ変更の発行によって発生する問題を修正しました。
• CREATE TABLE AS SELECT が Amazon S3 への過剰なリスト呼び出しを行う Hive の問題を修正しま

した。
• Hue、Oozie、および Ganglia がインストールされていると、大規模なクラスターが適切にプロビジョニ

ングされない問題を修正しました。
• エラーで失敗した場合でもゼロ終了コードを返す s3-dist-cp の問題を修正しました。

適用されたパッチ
オープンソースのプロジェクトから、次のパッチがこのリリースで追加されました。

• OOZIE-2402
• HIVE-12502
• HIVE-10631
• HIVE-12213
• HIVE-10559
• HIVE-12715
• HIVE-10685

リリース 4.2.0
リリース日: 2015 年 11 月 18 日

機能
このリリースでは、次の機能を使用できます。

• Ganglia のサポートを追加しました
• Spark 1.5.2 にアップグレードしました
• Presto 0.125 にアップグレードしました
• Oozie を 4.2.0 にアップグレードしました
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• Zeppelin を 0.5.5 にアップグレードしました
• AWS SDK for Java が 1.10.27 にアップグレード

以前のリリースから解決された既知の問題
• デフォルトのメタデータテーブル名を使用しない EMRFS CLI の問題を修正しました。
• Amazon S3 で ORC-backed テーブルを使用するときに発生した問題を修正しました。
• Spark 設定で Python バージョンが一致しない問題を修正しました。
• VPC のクラスターでの DNS の問題により、YARN ノードのステータスが報告されない問題を修正しま

した。
• YARN がノードを廃棄することが原因でアプリケーションがハングしたり、新しいアプリケーションを

予定できなくなったりする問題を修正しました。
• クラスターが TIMED_OUT_STARTING というステータスで終了するときに発生する問題を修正しまし

た。
• EMRFS Scala 依存関係を他のビルドに含める場合に発生する問題を修正しました。Scala 依存関係が削

除されました。
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アプリケーションの設定
アプリケーションのデフォルトの設定を上書きするために、設定オブジェクトを指定できます。短縮構文
を使用して設定を指定するか、JSON ファイルの設定オブジェクトを参照することができます。設定オブ
ジェクトは、分類、プロパティ、オプションの入れ子になっている設定で構成されます。プロパティは、
変更するアプリケーション設定に対応します。単一の JSON オブジェクトで、複数のアプリケーションに
複数の分類を指定できます。

Warning

Amazon EMR の Describe API オペレーションと List API オペレーションは、Amazon EMR ジョ
ブフローの一部として使用されるカスタム設定と構成可能な設定をプレーンテキストで出力しま
す。この設定でパスワードなどの機密情報を提供するには、機密設定データの保存を参照してく
ださいAWS Secrets Manager。

Amazon EMR リリースバージョンによって使用可能な設定分類は異なります。特定のリリースバージョン
でサポートされている設定分類のリストについては、そのリリースバージョンのページを参照してくださ
いAmazon EMR リリースについて (p. 1)。

設定の一覧の JSON ファイル例を次に示します。

[ 
  { 
    "Classification": "core-site", 
    "Properties": { 
      "hadoop.security.groups.cache.secs": "250" 
    } 
  }, 
  { 
    "Classification": "mapred-site", 
    "Properties": { 
      "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "2", 
      "mapreduce.map.sort.spill.percent": "0.90", 
      "mapreduce.tasktracker.reduce.tasks.maximum": "5" 
    } 
  }
]

設定分類は、多くの場合アプリケーション固有の設定ファイルにマップします。たとえば、hive-
site 分類は Hive の hive-site.xml 設定ファイルの設定にマッピングされます。この例外には、--
namenode-heap-size のような環境パラメータの設定に使用される、サポートされなくなったブートス
トラップアクション configure-daemons があります。このようなオプションはそれ自身の下位エクス
ポート分類とともに、hadoop-env および yarn-env 分類の中に入れ子になっています。env で終わる
分類には、下位エクスポート分類を使用してください。

もう 1 つの例外として s3get があり、これはクライアント側の暗号化で使用するために、クラスター内
の各ノードに顧客の EncryptionMaterialsProvider オブジェクトを配置するのに使用されます。こ
の用途には、emrfs-site 分類にオプションが追加されています。

hadoop-env 分類の例を次に示します。

[ 
  { 
    "Classification": "hadoop-env", 
    "Properties": { 
       
    }, 
    "Configurations": [ 
      { 
        "Classification": "export", 
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        "Properties": { 
          "HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE": "2048", 
          "HADOOP_NAMENODE_OPTS": "-XX:GCTimeRatio=19" 
        }, 
        "Configurations": [ 
           
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

yarn-env 分類の例を次に示します。

[ 
  { 
    "Classification": "yarn-env", 
    "Properties": { 
       
    }, 
    "Configurations": [ 
      { 
        "Classification": "export", 
        "Properties": { 
          "YARN_RESOURCEMANAGER_OPTS": "-Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket" 
        }, 
        "Configurations": [ 
           
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

次の設定は設定ファイルに属しませんが、ユーザーに代わって複数の設定を構成できるようにするために 
Amazon EMR が使用します。

Amazon EMR-によって選別された設定

アプリケーション リリースラベルの分類 有効なプロパティ どのようなときに使う
か

Spark spark maximizeResourceAllocation各ノードの最大リソー
スを利用するようにエ
グゼキューターを設定
します。

トピック
• クラスターの作成時のアプリケーションの設定 (p. 1516)
• 実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定 (p. 1518)
• 機密の構成データを次の場所に保存AWS Secrets Manager (p. 1527)
• 特定の Java 仮想マシンを使用するようにアプリケーションを設定 (p. 1528)

クラスターの作成時のアプリケーションの設定
クラスターを作成するときに、Amazon EMR コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、ま
たはAWS SDK を使用してアプリケーションのデフォルト設定を上書きできます。
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アプリケーションのデフォルトの設定を上書きするには、設定分類にカスタム値を指定します。設定分類
は、などのアプリケーションの構成 XML ファイルに対応しますhive-site.xml。

設定分類は、Amazon EMR リリースバージョンによって異なります。特定のリリースバージョンで使用可
能な設定分類の一覧については、リリース詳細ページを参照してください。たとえば、Amazon EMR リ
リース 6.4.0 などです。 (p. 136)

クラスター作成時にコンソールで設定を指定する
設定を指定するには、[クラスターの作成] ページに移動して [ソフトウェア設定の編集] を選択します。コ
ンソールで JSON またはシャドウテキストに倣った短縮構文を使用して、設定を直接入力できます。それ
以外の方法として、JSON の Configurations オブジェクトとしてファイルの Amazon S3 URI を指定
することもできます。

インスタンスグループの設定を指定するには、[ハードウェア設定] ページに移動します。[ノードの種類]
テーブルの [インスタンスタイプ] の下で、各インスタンスグループのアプリケーションの [設定] を選択し
て編集します。

クラスター作成時に AWS CLI を使用して設定を指定
する
ローカルまたは Amazon S3 に保存された JSON ファイルのパスを指定することで、create-cluster に対し
て設定を指定できます。次の例は、Amazon EMR にデフォルトのロールを使用していて、そのロールが作
成されていることを前提としています。ロールを作成する必要がある場合は、最初に aws emr create-
default-roles を実行します。

設定がローカルディレクトリにある場合は、次のコマンド例を使用できます。

aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.36.0 --applications 
 Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations file://./configurations.json

設定が Amazon S3 パスにある場合は、Amazon S3create-cluster パスをコマンドに渡す前に、次の回
避策を設定する必要があります。

#!/bin/sh
# Assume the ConfigurationS3Path is not public, and its present in the same AWS account as 
 the EMR cluster
ConfigurationS3Path="s3://my-bucket/config.json"
# Get a presigned HTTP URL for the s3Path
ConfigurationURL=`aws s3 presign $ConfigurationS3Path --expires-in 300`
# Fetch the presigned URL, and minify the JSON so that it spans only a single line
Configurations=`curl $ConfigurationURL | jq -c .`
aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.34.0 --instance-type 
 m5.xlarge --instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Spark --configurations 
 $Configurations

クラスター作成時に Java SDK を使用して設定を指定
する
AWS SDK for Java を使用して設定を指定する方法を次のプログラム抜粋に示します。

Application hive = new Application().withName("Hive");
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Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>(); 
 hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000"); 
 hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true"); 
      
Configuration myHiveConfig = new Configuration() 
 .withClassification("hive-site") 
 .withProperties(hiveProperties);

RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest() 
 .withName("Create cluster with ReleaseLabel") 
 .withReleaseLabel("emr-5.20.0") 
 .withApplications(hive) 
 .withConfigurations(myHiveConfig) 
 .withServiceRole("EMR_DefaultRole") 
 .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole") 
 .withInstances(new JobFlowInstancesConfig() 
  .withEc2KeyName("myEc2Key") 
  .withInstanceCount(3) 
  .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true) 
  .withMasterInstanceType("m4.large") 
  .withSlaveInstanceType("m4.large") 
 );     

実行中のクラスター内のインスタンスグループの再
設定

Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタンスグループごとに、クラ
スターアプリケーションを再設定して追加の設定分類を指定できます。この実行には、Amazon EMR コン
ソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用できます。

新しい Amazon EMR コンソールでインスタンスグループのアプリケーション設定を更新すると、
コンソールは新しい設定を既存の設定とマージして、新しいアクティブな設定を作成しようとしま
す。Amazon EMR が設定をマージできないという珍しいケースでは、コンソールから警告が表示されま
す。

インスタンスグループの再設定リクエストを送信すると、Amazon EMR が新しい設定仕様にバージョン
番号を割り当てます。 CloudWatch イベントを表示することで、設定のバージョン番号やインスタンスグ
ループの状態を追跡できます。詳細については、「 CloudWatch イベントのモニタリング」を参照してく
ださい。

Note

クラスターの作成時に指定したクラスター設定に対して実行できるのは上書きのみであり、削除
はできません。既存の設定と指定したファイルに差異がある場合、Amazon EMR は SSH を使用
してクラスターに接続中に変更した設定などの手動で変更された設定を、指定したインスタンス
グループのクラスターのデフォルト値にリセットします。

インスタンスグループの再設定時の考慮事項
再設定アクション

Amazon EMR コンソールを使用して再設定リクエストを送信すると、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI)、または AWS SDK、Amazon EMR が既存のクラスター上の設定ファイルを確認します。
既存の設定と指定したファイルに差異がある場合、Amazon EMR は再設定アクションを開始し、い
くつかのアプリケーションを再起動し、SSH を使用してクラスターに接続中に変更した設定などの手

1518

https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-manage-cloudwatch-events.html


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
インスタンスグループの再設定時の考慮事項

動で変更された設定を、指定したインスタンスグループのクラスターのデフォルト値にリセットしま
す。

Note

Amazon EMR は、インスタンスグループの再設定ごとに、デフォルトのアクションをいくつ
か実行します。これらのデフォルトのアクションが、ユーザーが行ったクラスターのカスタ
マイズと競合して、再設定に失敗することがあります。再設定失敗のトラブルシューティン
グ方法については、インスタンスグループの再設定のトラブルシューティング (p. 1525)を参
照してください。

Amazon EMR は、リクエストで指定した設定分類に対する再設定アクションも開始します。これらの
アクションの詳細なリストについては、使用している Amazon EMR のバージョンの「設定分類」セ
クションを参照してください。例えば、6.2.0 の設定分類 (p. 207)です。

Note

Amazon EMR リリースガイドには、Amazon EMR バージョン 5.32.0 および 6.2.0 以降の再
設定アクションのみが記載されています。

サービスの中断

Amazon EMR では、ローリングプロセスに従って、タスクインスタンスグループとコアインスタンス
グループのインスタンスの再設定を行います。インスタンスグループ内のインスタンスのうち、一度
に変更および再起動されるのはわずか 10% です。このプロセスは完了するまでに時間がかかります
が、実行中のクラスターでアプリケーションが失敗する可能性は低くなります。

YARN の再起動中に YARN ジョブを実行するには、複数のマスターノードを持つ Amazon EMR クラ
スターを作成するか、yarn-site 設定分類で yarn.resourcemanager.recovery.enabled を
true に設定します。複数のマスターノードの使用方法については、高可用性 YARN を参照してくだ
さい ResourceManager。

アプリケーションの検証

Amazon EMR は、再設定の再起動プロセスの後に、クラスター上の各アプリケーションが実行中であ
ることを確認します。使用できないアプリケーションがある場合、再設定操作全体が失敗します。再
設定操作に失敗した場合、Amazon EMR は、設定パラメータを前に機能していたバージョンに戻しま
す。

Note

再設定の失敗を回避するため、クラスターに使用する予定のアプリケーションのみをインス
トールすることをお勧めします。再設定リクエストを送信する前に、すべてのクラスターア
プリケーションが正常に稼働していることを確認することもお勧めします。

再構成のタイプ

次の 2 つの方法のうちの 1 つでインスタンスグループを再設定できます。
• [上書き]。デフォルトの再設定方法で、5.35.0 と 6.6.0 より前の Amazon EMR リリースで使用でき

る唯一の方法です。この再構成方法では、クラスタ上のすべてのファイルが、新しく送信された構
成セットで無差別に上書きされます。このメソッドは、再構成 API の外部で行われた設定ファイル
への変更をすべて消去します。

• マージ。再構成方法は Amazon EMR リリース 5.35.0 と 6.6.0 以降でサポートされています。ただ
し、Amazon EMR コンソールではサポートされていません。この再構成方法では、新しく送信され
た構成を、クラスターにすでに存在する構成とマージします。このオプションは、送信した新しい
構成を追加または変更するだけです。既存の構成は保持されます。

Note

Amazon EMR は、サービスを正しく実行するために必要な Hadoop の重要な設定の一部を引
き続き上書きします。
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機能制限

実行中のクラスターのインスタンスグループを再設定するときは、次の制限を考慮してください。

• 非 Yarn アプリケーションでは、アプリケーションが適切に設定されていない場合は特に、再起動中の
失敗やクラスターの問題が発生する可能性があります。メモリや CPU 使用率が最大に近づいているク
ラスターは、再起動プロセス後に問題が発生する可能性があります。これは、マスターインスタンスグ
ループに対して特にあてはまります。

• インスタンスグループのサイズ変更中は、再設定リクエストを送信できません。インスタンスグループ
のサイズ変更中に再設定を開始した場合、インスタンスグループのサイズ変更が完了するまで再設定を
開始することはできません。再設定中にサイズ変更を行う場合も同様です。

• インスタンスグループを再設定後、Amazon EMR は、新しい設定を反映するためにアプリケーション
を再起動します。再設定中にアプリケーションが使用されていると、ジョブが失敗したり、アプリケー
ションで予期しない動作が発生したりする可能性があります。

• インスタンスグループの再設定に失敗した場合、Amazon EMR は、設定パラメータを前に機能していた
バージョンに戻します。バージョンを戻せなかった場合は、新しい ModifyInstanceGroup リクエス
トを送信して、インスタンスグループを SUSPENDED 状態から復旧させる必要があります。

• Phoenix 設定分類の再設定リクエストは、Amazon EMR バージョン 5.23.0 以降でのみサポートされて
いて、Amazon EMR バージョン 5.21.0 や 5.22.0 ではサポートされていません。

• HBase 設定分類の再設定リクエストは、Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降でのみサポートされてい
て、Amazon EMR バージョン 5.23.0 から 5.29.0 ではサポートされていません。

• Amazon EMR は、Amazon EMR バージョン 5.27.0 以降でのみ、Amazon EMR クラスターでのアプリ
ケーションの再設定リクエストをサポートします。

• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターでは、hdfs-encryption-zones分類または 
Hadoop KMS 設定分類の再設定はサポートされていません。

• Amazon EMR では現在、YARN の再起動を必要とする Capacity Scheduler の特定の再設定リクエスト
をサポートしていません ResourceManager。例えば、キューを完全に削除することはできません。

コンソールでのインスタンスグループの再設定
Note

Amazon EMR コンソールはマージタイプの再構成をサポートしていません。

1. Amazon EMR コンソール (https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce/) を開きます。
2. [名前] の下のクラスター一覧で、再設定するアクティブなクラスターを選択します。
3. クラスターのクラスター詳細ページを開き、[設定] タブに移動します。
4. [フィルタ] ドロップダウンリストで、再設定するインスタンスグループを選択します。
5. [再設定] ドロップダウンメニューで、[テーブルで編集する] と [JSON ファイルで編集する] のいずれ

かを選択します。

• テーブルで編集する -- 設定分類テーブルで、既存の設定のプロパティと値を編集するか、[設定の追
加] を選択して追加の設定分類を指定します。

• JSON ファイルで編集する -- JSON に直接設定を入力するか、短縮構文 (シャドウテキストで示さ
れている) を使用します。それ以外の方法として、JSON の Configurations オブジェクトとして
ファイルの Amazon S3 URI を指定します。

Note

設定分類テーブルの [ソース] 列は、クラスター作成時と、このインスタンスグループ用の追
加設定の指定時のどちらで設定を指定するかを示しています。インスタンスグループの設定
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は、両方のソースから編集することができます。最初のクラスター設定を削除することはで
きませんが、インスタンスグループの設定は上書きすることができます。
また、ネストされた設定分類は、テーブルで直接追加または編集することもできま
す。たとえば、export の追加の hadoop-env サブ分類を指定するには、テーブルで
hadoop.export 設定分類を追加します。次に、この分類の特定のプロパティおよび値を指
定します。

6. (オプション) [Apply this configuration to all active instance groups (この設定をすべてのアクティブイ
ンスタンスグループに適用する)] を選択します。

7. 変更を保存します。

CLI を使用したインスタンスグループの再設定
modify-instance-groups コマンドを使用して、実行中のクラスター内のインスタンスグループに新しい設
定を指定します。

Note

次の例では、<j-2AL4XXXXXX5T9>クラスター ID に置き換え、<ig-1xxxxxxx9>インスタンスグ
ループ ID に置き換えます。

Example - インスタンスグループの設定を置き換える

次の例では、という名前の設定 JSONinstanceGroups.json ファイルを参照して、インスタンスグ
ループの YARNNodeManager ディスクヘルスチェッカーのプロパティを編集します。

1. 設定分類を準備し、コマンドを実行するのと同じディレクトリに instanceGroups.json として保
存します。

[ 
   { 
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>", 
      "Configurations":[ 
         { 
            "Classification":"yarn-site", 
            "Properties":{ 
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true", 
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0" 
            }, 
            "Configurations":[] 
         } 
      ] 
   }
] 
      

2. 以下のコマンドを実行します。

aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json

Example - インスタンスグループに設定を追加する

インスタンスグループに設定を追加する場合は、そのインスタンスグループに対して前に指定した設定す
べてを新しい ModifyInstanceGroup リクエストに含める必要があります。含めない場合、前に指定し
た設定が削除されます。
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次の例では、YARN NodeManager 仮想メモリチェッカーのプロパティを追加します。設定には、値が上
書きされないように YARN NodeManager ディスクヘルスチェッカーに対して前に指定した値も含められ
ています。

1. instanceGroups.json に次の内容を準備し、コマンドを実行するのと同じディレクトリに保存し
ます。

[ 
   { 
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>", 
      "Configurations":[ 
         { 
            "Classification":"yarn-site", 
            "Properties":{ 
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true", 
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0", 
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true", 
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0" 
            }, 
            "Configurations":[] 
         } 
      ] 
   }
]  
      

2. 以下のコマンドを実行します。

aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json

Example — Merge タイプの再構成でインスタンスグループに設定を追加

デフォルトの上書き再設定方法を使用して設定を追加する場合は、ModifyInstanceGroupそのインスタ
ンスグループに対して前に指定した設定すべてを新しいリクエストに含める必要があります。それ以外の
場合は、上書きによって以前に指定した構成が削除されます。Merge の再構成ではこれを行う必要はあり
ません。代わりに、リクエストに新しい設定のみが含まれる必要があります。

次の例では、YARN NodeManager 仮想メモリチェッカーのプロパティを追加します。これは Merge タイ
プの再構成であるため、YARNNodeManager ディスクヘルスチェッカーに以前に指定した値が上書きされ
ることはありません。

1. instanceGroups.json に次の内容を準備し、コマンドを実行するのと同じディレクトリに保存し
ます。

[ 
   {"InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>", 
    "ReconfigurationType" :"MERGE", 
      "Configurations":[ 
         {"Classification":"yarn-site", 
            "Properties":{ 
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true", 
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0" 
            }, 
            "Configurations":[] 
         } 
      ] 
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   }
]   

2. 以下のコマンドを実行します。

aws emr modify-instance-groups --cluster-id <j-2AL4XXXXXX5T9> \
--instance-groups file://instanceGroups.json

Example - インスタンスグループの設定を削除する

インスタンスグループの設定を削除するには、前の設定を除外する新しい再設定リクエストを送信しま
す。

Note

最初のクラスター設定に対して実行できるのは上書きのみです。この設定を削除することはでき
ません。

例えば、前の例から YARN NodeManager ディスクヘルスチェッカーの設定を削除するに
は、instanceGroups.json次の内容の新規を送信します。

[ 
   { 
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>", 
      "Configurations":[ 
         { 
            "Classification":"yarn-site", 
            "Properties":{ 
               "yarn.nodemanager.vmem-check-enabled":"true", 
               "yarn.nodemanager.vmem-pmem-ratio":"3.0" 
            }, 
            "Configurations":[] 
         } 
      ] 
   }
] 
      

Note

最後の再設定リクエストに含まれる設定をすべて削除するには、空の設定の配列を指定して再設
定リクエストを送信します。例:

[ 
   { 
      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>", 
      "Configurations":[] 
   }
]

Example — 1 つのリクエストでインスタンスグループの再設定とサイズ変更を実行する

同じリクエストでインスタンスグループの再設定とサイズ変更を行う方法を次の JSON 例に示します。

[ 
   { 
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      "InstanceGroupId":"<ig-1xxxxxxx9>", 
      "InstanceCount":5, 
      "EC2InstanceIdsToTerminate":["i-123"], 
      "ForceShutdown":true, 
      "ShrinkPolicy":{ 
         "DecommissionTimeout":10, 
         "InstanceResizePolicy":{ 
            "InstancesToTerminate":["i-123"], 
            "InstancesToProtect":["i-345"], 
            "InstanceTerminationTimeout":20 
         } 
      }, 
      "Configurations":[ 
         { 
            "Classification":"yarn-site", 
            "Configurations":[], 
            "Properties":{ 
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.enable":"true", 
               "yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-
percentage":"100.0" 
            } 
         } 
      ] 
   }
]

Java SDK を使用したインスタンスグループの再設定
Note

次の例では、<j-2AL4XXXXXX5T9>クラスター ID に置き換え、<ig-1xxxxxxx9>インスタンスグ
ループ ID に置き換えます。

次のコードスニペットでは、AWS SDK for Java を使用して、インスタンスグループに対する新しい設定
を指定します。

AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("access-key", "secret-key");
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);

Map<String,String> hiveProperties = new HashMap<String,String>();
hiveProperties.put("hive.join.emit.interval","1000");
hiveProperties.put("hive.merge.mapfiles","true"); 
         
Configuration configuration = new Configuration() 
    .withClassification("hive-site") 
    .withProperties(hiveProperties); 
     
InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig() 
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>") 
    .withReconfigurationType("MERGE"); 
    .withConfigurations(configuration);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest() 
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>") 
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);       

次のコードスニペットでは、空の設定の配列を指定して、インスタンスグループに対して前に指定した設
定を削除します。
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List<Configuration> configurations = new ArrayList<Configuration>();

InstanceGroupModifyConfig igConfig = new InstanceGroupModifyConfig() 
    .withInstanceGroupId("<ig-1xxxxxxx9>") 
    .withConfigurations(configurations);

ModifyInstanceGroupsRequest migRequest = new ModifyInstanceGroupsRequest() 
    .withClusterId("<j-2AL4XXXXXX5T9>") 
    .withInstanceGroups(igConfig);

emr.modifyInstanceGroups(migRequest);

インスタンスグループの再設定のトラブルシューティ
ング
インスタンスグループの再設定プロセスが失敗した場合、Amazon EMR は再設定を元に戻し、Amazon 
CloudWatch イベントを使用して失敗メッセージをログに記録します。イベントには、再設定失敗の簡単
な概要が記載されます。ここに、再構成が失敗したインスタンスと、対応する失敗メッセージがリストさ
れます。失敗メッセージの例を次に示します。

The reconfiguration operation for instance group ig-1xxxxxxx9 in Amazon EMR 
 cluster j-2AL4XXXXXX5T9 (ExampleClusterName)  
failed at 2021-01-01 00:00 UTC and took 2 minutes to fail. Failed configuration version 
 is example12345.  
Failure message: Instance i-xxxxxxx1, i-xxxxxxx2, i-xxxxxxx3 failed with message "This is 
 an example failure message".

再設定失敗に関する詳細データを収集するには、ノードのプロビジョニングログを確認します。これは、
次のようなメッセージを受信したときに特に有用です。

i-xxxxxxx1 failed with message “Unable to complete transaction and some changes were 
 applied.”

On the node

ノードに接続してノードのプロビジョニングログにアクセスする

1. SSH を使用して、再設定が失敗したノードに接続します。手順については、Amazon EC2 Linux 
インスタンス用ユーザーガイドの Linux インスタンスへの接続を参照してください。

2. ノードのプロビジョニングログファイルが含まれる次のディレクトリに移動します。

/mnt/var/log/provision-node/

3. reports サブディレクトリを開き、再設定のノードのプロビジョニングレポートを検索し
ます。reports ディレクトリでは、再設定のバージョン番号、Universally Unique Identifier 
(UUID)、Amazon EC2 インスタンスの IP アドレス、およびタイムスタンプによってログが整理
されます。各レポートは、再設定プロセスに関する詳細情報が含まれる圧縮された YAML ファイ
ルです。

レポートファイルの名前とパスの例を次に示します。

/reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-
xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz
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4. レポートは、次の例に示すように、zless などのファイルビューワーを使用して確認できます。

zless 202104061715.yaml.gz

Amazon S3

Amazon S3 を使用してノードのプロビジョニングログにアクセスするには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2. ログファイルをアーカイブするようにクラスターを設定したときに指定した Amazon S3 バケッ
トを開きます。

3. ノードのプロビジョニングログファイルが含まれる次のフォルダに移動します。

DOC-EXAMPLE-BUCKET/elasticmapreduce/<cluster id>/node/<instance id>/provision-node/

4. reports フォルダを開き、再設定のノードのプロビジョニングレポートを検索しま
す。reports フォルダでは、再設定のバージョン番号、Universally Unique Identifier 
(UUID)、Amazon EC2 インスタンスの IP アドレス、およびタイムスタンプによってログが整理
されます。各レポートは、再設定プロセスに関する詳細情報が含まれる圧縮された YAML ファイ
ルです。

レポートファイルの名前とパスの例を次に示します。

/reports/2/ca598xxx-cxxx-4xxx-bxxx-6dbxxxxxxxxx/ip-10-73-xxx-
xxx.ec2.internal/202104061715.yaml.gz

5. ログファイルを表示するには、Amazon S3 からローカルマシンにログファイルをテキストファイ
ルとしてダウンロードします。手順については、「オブジェクトのダウンロード」を参照してく
ださい。

各ログファイルには、関連する再設定に関する詳細なプロビジョニングレポートが含まれています。エ
ラーメッセージ情報を検索するには、レポートの err ログレベルを検索します。レポートの形式は、クラ
スターの Amazon EMR のバージョンによって異なります。

5.32.0 および 6.2.0 より前の Amazon EMR リリースバージョンのエラー情報を次の例に示します。

- !ruby/object:Puppet::Util::Log 
      level: !ruby/sym err 
      tags:  
        - err 
      message: "Example detailed error message." 
      source: Puppet 
      time: 2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00

Amazon EMR リリースバージョン 5.32.0 および 6.2.0 以降では、代わりに次の形式が使用されます。

- level: err 
  message: 'Example detailed error message.' 
  source: Puppet 
  tags: 
  - err 
  time: '2021-01-01 00:00:00.000000 +00:00' 
  file:  
  line: 
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機密の構成データを次の場所に保存AWS Secrets 
Manager

Amazon EMR には、カスタム設定データ (やなどListInstanceGroups) を出力する 
APIDescribeCluster オペレーションがプレーンテキストで記述され、一覧表示されます。Amazon 
EMRAWS Secrets Manager はと統合されているため、データをSecrets Manager に保存し、設定でシーク
レット ARN を使用できます。これにより、機密の設定データをプレーンテキストで Amazon EMR に渡し
て外部 API に公開する必要がなくなります。キーと値のペアに Secrets Manager に保存されているシーク
レットの ARN が含まれていることを指定すると、Amazon EMR は設定データをクラスターに送信すると
きにこのシークレットを取得します。Amazon EMR は、外部 API を使用して設定を表示する場合、アノ
テーションを送信しません。

シークレットを作成する
シークレットを作成するには、AWS Secrets Managerユーザーガイドの「AWS Secrets Managerシーク
レットの作成」の手順に従います。ステップ 3 では、プレーンテキストフィールドを選択して機密値を入
力する必要があります。

Secrets Manager ではシークレットには最大 65536 バイトまで含めることができますが、Amazon EMR 
ではプロパティキー (アノテーションを除く) と取得したシークレット値を合わせた長さを 1024 文字に制
限していることに注意してください。

Amazon EMR にアクセスしてシークレットを取得で
きるようにする
Amazon EMR は IAM サービスロールを使用して、クラスターのプロビジョニングと管理を行いま
す。Amazon EMR のサービスロールは、リソースをプロビジョニングしてサービスレベルのタスクを実
行する際に、これらのタスクがクラスター内で実行する Amazon EC2 インスタンスのコンテキストでは実
行されない場合に、Amazon EMR に許可されるアクションを定義します。サービスロールの詳細について
は、「Amazon EMR のサービスロール (EMR ロール)」と「IAM ロールのカスタマイズ」を参照してくだ
さい。

Amazon EMR がシークレットマネージャーからシークレット値を取得できるようにするには、クラスター
を起動するときに Amazon EMR ロールに次のポリシーステートメントを追加します。

{ 
   "Sid":"AllowSecretsRetrieval", 
   "Effect":"Allow", 
   "Action":"secretsmanager:GetSecretValue", 
   "Resource":[ 
      "arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-id>:secret:<secret-name>" 
   ]
}

カスタマー管理でシークレットを作成する場合はAWS KMS key、使用するキーの Amazon 
EMRkms:Decrypt ロールにアクセス許可を追加する必要もあります。詳細については、AWS Secrets 
Manager ユーザーガイドの「AWS Secrets Manager に対する認証とアクセスコントロール」を参照して
ください。

設定分類でのシークレットの使用
EMR.secret@任意の構成プロパティに注釈を追加して、そのキーと値のペアに Secrets Manager に保存
されているシークレットの ARN が含まれていることを示すことができます。
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次の例では、設定分類にシークレットの ARN を指定する方法を示します。

{ 
   "Classification":"core-site", 
   "Properties":{ 
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>", 
      "EMR.secret@presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-
id>:secret:<secret-name>" 
   }
}

クラスターを作成してアノテーション付きの設定を送信すると、Amazon EMR によって設定プロパティが
検証されます。設定が有効な場合、Amazon EMR は Secrets Manager からシークレットを設定から削除し
てシークレットを取得して、実際の設定を作成します。その後、Amazon EMR は、設定をクラスターに適
用する前に、アノテーションを設定から削除してシークレットを設定します。

{ 
   "Classification":"core-site", 
   "Properties":{ 
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>", 
      "presto.s3.secret-key":"<my-secret-key-retrieved-from-Secrets-Manager>" 
   }
}

などのアクションを呼び出すとDescribeCluster、Amazon EMR はクラスター上の現在のアプリケー
ション設定を返します。アプリケーション設定プロパティがシークレットの ARN を含むとマークされ
ている場合、DescribeCluster呼び出しによって返されるアプリケーション設定には ARN が含まれ、
シークレット値は含まれていません。これにより、シークレット値はクラスター上でのみ表示されるよう
になります。

{ 
   "Classification":"core-site", 
   "Properties":{ 
      "presto.s3.access-key":"<sensitive-access-key>", 
      "presto.s3.secret-key":"arn:aws:secretsmanager:<region>:<aws-account-
id>:secret:<secret-name>" 
   }
}

シークレット値の更新
Amazon EMR は、アタッチされたインスタンスグループが起動、再設定、またはサイズ変更されるたび
に、注釈付きの設定からシークレット値を取得します。Secrets Manager を使用して、実行中のクラス
ターの設定に使用されるシークレットの値を変更できます。その際、更新された値を受け取りたい各イン
スタンスグループに再構成リクエストを送信できます。インスタンスグループを再構成する方法と、その
際に考慮すべき事項の詳細については、を参照してください実行中のクラスター内のインスタンスグルー
プの再設定 (p. 1518)。

特定の Java 仮想マシンを使用するようにアプリ
ケーションを設定

Amazon EMR リリースバージョン 5.0.0 以降を使用して作成されるクラスターインスタンスのデフォル
トの Java 仮想マシン (JVM) は Java 8 です。この JVM の設定を上書きする (Amazon EMR バージョン 
4.8.0 を使用して作成されたクラスターで Java 8 を使用するなど) には、アプリケーションの環境分類
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application-env に設定を指定することで、アプリケーションの JAVA_HOME を設定します。Hadoop 
と Hive の場合、これは次の例のようになります。

[ 
    { 
        "Classification": "hadoop-env",  
        "Configurations": [ 
            { 
                "Classification": "export",  
                "Configurations": [],  
                "Properties": { 
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0" 
                } 
            } 
        ],  
        "Properties": {} 
    }
]

Spark で、クラスターモードでの送信用のドライバーを記述する場合、そのドライバーでは Java 7 が使用
されます。ただし、環境を設定すると、エグゼキューターで Java 8 を使用できるようになります。これを
行うには、Hadoop 分類と Spark 分類の両方を設定することをお勧めします。

[ 
    { 
        "Classification": "hadoop-env",  
        "Configurations": [ 
            { 
                "Classification": "export",  
                "Configurations": [],  
                "Properties": { 
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0" 
                } 
            } 
        ],  
        "Properties": {} 
    },  
    { 
        "Classification": "spark-env",  
        "Configurations": [ 
            { 
                "Classification": "export",  
                "Configurations": [],  
                "Properties": { 
                    "JAVA_HOME": "/usr/lib/jvm/java-1.8.0" 
                } 
            } 
        ],  
        "Properties": {} 
    }
]

サービスポート
以下は YARN および HDFS サービスポートです。これらの設定には、Hadoop のデフォルトが反映されま
す。特に文言化されていない限り、他のアプリケーションサービスはデフォルトのポートでホストされま
す。詳細については、アプリケーションのプロジェクトドキュメントを参照してください。
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YARN と HDFS のポート設定

設定 ホスト名 / ポート

fs.default.name デフォルト (hdfs://emrDeterminedIP:8020)

dfs.datanode.address デフォルト (0.0.0.0:50010)

dfs.datanode.http.address デフォルト (0.0.0.0:50075)

dfs.datanode.https.address デフォルト (0.0.0.0:50475)

dfs.datanode.ipc.address デフォルト (0.0.0.0:50020)

dfs.http.address デフォルト (0.0.0.0:50070)

dfs.https.address デフォルト (0.0.0.0:50470)

dfs.secondary.http.address デフォルト (0.0.0.0:50090)

yarn.nodemanager.address デフォルト (${yarn.nodemanager.hostname}:0)

yarn.nodemanager.localizer.address デフォルト (${yarn.nodemanager.hostname}:8040)

yarn.nodemanager.webapp.address デフォルト (${yarn.nodemanager.hostname}:8042)

yarn.resourcemanager.address デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8032)

yarn.resourcemanager.admin.address デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8033)

yarn.resourcemanager.resource-tracker.address デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8031)

yarn.resourcemanager.scheduler.address デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8030)

yarn.resourcemanager.webapp.address デフォルト 
(${yarn.resourcemanager.hostname}:8088)

yarn.web-proxy.address デフォルト (値なし)

yarn.resourcemanager.hostname emrDeterminedIP

Note

emrDeterminedIP とは、Amazon EMR コントロールプレーンで生成された 
IP アドレスのことです。新しいバージョンでは、この規則は削除されています (
yarn.resourcemanager.hostname および fs.default.name 設定は除く)。

アプリケーションユーザー
アプリケーションでは、プロセスを独自のユーザーとして実行します。たとえば、Hive JVM はユーザー
として実行されhive、 MapReduce JVM はユーザーとして実行されるmapred、といった具合です。これ
を、次のプロセスステータスの例に示します。

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
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hive      6452  0.2  0.7 853684 218520 ?       Sl   16:32   0:13 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-metastore.log -
Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop
hive      6557  0.2  0.6 849508 202396 ?       Sl   16:32   0:09 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Xmx256m -Dhive.log.dir=/var/log/hive -Dhive.log.file=hive-server2.log -
Dhive.log.threshold=INFO -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/l
hbase     6716  0.1  1.0 1755516 336600 ?      Sl   Jun21   2:20 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_master -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hbase     6871  0.0  0.7 1672196 237648 ?      Sl   Jun21   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_thrift -XX:OnOutOfMemoryError=kill -9 %p -Xmx1024m -ea -XX:
+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -Dhbase.log.dir=/var/
hdfs      7491  0.4  1.0 1719476 309820 ?      Sl   16:32   0:22 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_namenode -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-hdfs -
Dhadoop.log.file=hadoop-hdfs-namenode-ip-10-71-203-213.log -Dhadoo
yarn      8524  0.1  0.6 1626164 211300 ?      Sl   16:33   0:05 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_proxyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -
Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-yarn-
yarn      8646  1.0  1.2 1876916 385308 ?      Sl   16:33   0:46 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_resourcemanager -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -
Dyarn.log.dir=/var/log/hadoop-yarn -Dhadoop.log.file=yarn-y
mapred    9265  0.2  0.8 1666628 260484 ?      Sl   16:33   0:12 /usr/lib/jvm/java-
openjdk/bin/java -Dproc_historyserver -Xmx1000m -Dhadoop.log.dir=/usr/lib/hadoop/logs -
Dhadoop.log.file=hadoop.log -Dhadoop.home.dir=/usr/lib/hadoop
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Amazon EMR アーティファクトリポ
ジトリを使用して依存関係を確認す
る

Amazon EMR リリースバージョン 5.18.0 以降では、Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使
用し、特定の Amazon EMR リリースバージョンで利用可能なライブラリおよび依存関係の正確なバー
ジョンに対して Apache Hive および Apache Hadoop のジョブコードをビルドできます。リポジトリの 
Amazon EMR アーティファクトに対してビルドすると、ジョブがビルドされるライブラリのバージョンが
クラスターでの実行時に提供されるバージョンと正確に同じになるため、ランタイムクラスパスの問題を
回避できます。現在、Amazon EMR アーティファクトは Maven ビルドでのみ使用可能です。

アーティファクトリポジトリにアクセスするには、リポジトリ URL を Maven 設定ファイルまたは特定
のプロジェクトの pom.xml 設定ファイルに追加します。その後、プロジェクト設定に依存関係を指定
できます。依存関係のバージョンについては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) にある目
的のリリースのコンポーネントバージョンの下にリストされているバージョンを使用します。例えば、
最新の Amazon EMR リリースのコンポーネントバージョンは the section called “コンポーネントのバー
ジョン” (p. 277) にあります。プロジェクトのアーティファクトがコンポーネントバージョンにリストさ
れていない場合は、そのリリースの Hive と Hadoop にリストされているバージョンを指定します。例え
ば、Amazon EMR リリースバージョン 5.18.0 の Hadoop コンポーネントの場合、バージョンは 2.8.4-
amzn-1 です。

アーティファクトリポジトリ URL の構文は次のとおりです。

https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-release-label/repos/maven/

• s3-endpoint はリポジトリのリージョンの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) エンドポ
イントで、region-ID は対応するリージョンです。例えば、s3.us-west-1.amazonaws.com と
us-west-1 です。詳細については、の Amazon S3 エンドポイントを参照してくださいAmazon Web 
Services 全般のリファレンス。リージョン間でアーティファクトに違いはないため、開発環境に対して
最も便利なリージョンを指定することができます。

• emr-release-labelコードを実行する Amazon EMR クラスター用のリリースラベルです。リリース
ラベルは emr-x.x.x 形式 (emr-5.36.0 など) です。EMR リリースシリーズには、複数のリリースが
含まれる場合があります。たとえば、EMR リリースバージョン 5.24.1 を使用している場合、アーティ
ファクトリポジトリ URL では、5.24 シリーズの初回 EMR リリースラベル emr-5.24.0 を使用しま
す。

https://s3-endpoint/region-ID-emr-artifacts/emr-5.24.0/repos/maven/

Example Maven pom.xml の設定

次の pom.xml の例では、us-west-1 のアーティファクトリポジトリを使用して、emr-5.18.0 Apache 
Hadoop および Apache Hive アーティファクトに対してビルドするように Maven プロジェクトを設定し
ます。スナップショットのバージョンはアーティファクトリポジトリでは使用できないため、スナップ
ショットは pom.xml で無効になります。次の例の省略記号 (...) は、他の設定パラメータの省略を示しま
す。Maven プロジェクトにこれらをコピーしないでください。

<project>
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 ...
 <repositories> 
   ...
  <repository> 
   <id>emr-5.18.0-artifacts</id> 
   <name>EMR 5.18.0 Releases Repository</name> 
   <releases> 
    <enabled>true</enabled> 
   </releases> 
   <snapshots> 
    <enabled>false</enabled> 
   </snapshots> 
   <url>https://s3.us-west-1.amazonaws.com/us-west-1-emr-artifacts/emr-5.18.0/repos/maven/
</url> 
  </repository> 
   ...
 </repositories>
 ...
 <dependencies> 
   ...
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.hive</groupId> 
   <artifactId>hive-exec</artifactId> 
   <version>2.3.3-amzn-2</version> 
  </dependency> 
  <dependency> 
   <groupId>org.apache.hadoop</groupId> 
   <artifactId>hadoop-common</artifactId> 
   <version>2.8.4-amzn-1</version> 
  </dependency> 
   ...
 </dependencies> 
  
</project>
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EMR ファイルシステム (EMRFS)
EMR ファイルシステム (EMRFS) は、すべての Amazon EMR クラスターが Amazon EMR と Amazon S3 
の間で通常のファイルを直接読み書きするために使用する HDFS の実装です。EMRFS には Hadoop で使
用するために Amazon S3 に永続的なデータを保存するという利便性がある一方で、データの暗号化など
の機能も用意されています。

データの暗号化により、EMRFS が Amazon S3 に書き込むオブジェクトが暗号化され、Amazon S3 の暗
号化されたオブジェクトを EMRFS で操作できるようになります。Amazon EMR リリース 4.8.0 以降の
バージョンを使用している場合は、セキュリティ設定を使用して、Amazon S3 の EMRFS オブジェクト
の暗号化を、他の暗号化設定と合わせてセットアップできます。詳細については「暗号化オプション」
を参照してください。これまでのリリースバージョンの Amazon EMR を使用している場合は、手動で暗
号化を設定できます。詳細については、「EMRFS プロパティを使用して Amazon S3 の暗号化を指定す
る (p. 1555)」を参照してください。

Amazon S3 には、すべての AWS リージョン での GET、PUT、および LIST の全操作について、書き込み
後読み取りの強力な整合性維持機能があります。つまり、EMRFS を使用して書き込んだ内容が Amazon 
S3 から読み取る内容であり、パフォーマンスにも影響はありません。詳細については、「Amazon S3 の
データ整合性モデル」を参照してください。

Amazon EMR リリース 5.10.0 以降のバージョンを使用するときは、Amazon S3 のクラスターユーザー、
グループ、または EMRFS データの場所に基づいて、Amazon S3 への EMRFS リクエストに異なる IAM 
ロールを使用できます。詳細については、「Amazon S3 への EMRFS リクエストの IAM ロールを設定す
る」を参照してください。

Warning

Apache Spark ジョブを実行する Amazon EMR クラスターの投機的実行を有効にする前に、次の
情報を確認してください。
EMRFS には、EMRFS S3 最適化コミッターが含まれています。これは、EMRFS を使用する
ときの Amazon S3 へのファイルの書き込みに対して最適化されています。 OutputCommitter 
Amazon S3 にデータを書き込み、EMRFS S3 最適化コミッターを使用しないアプリケーショ
ンで Apache Spark 投機的実行機能をオンにすると、「SPARK-10063」で説明されているデー
タの正確性の問題が発生する可能性があります。これは、Amazon EMR リリース 5.19 より前
の Amazon EMR バージョンを使用している場合、または ORC や CSV などの形式を使用して 
Amazon S3 にファイルを書き込む場合に発生します。これらの形式は、EMRFS S3 最適化コ
ミッターでサポートされていません。EMRFS S3 最適化コミッターを使用するための要件の詳細
なリストについては、「EMRFS S3 最適化コミッターの要件」を参照してください。
EMRFS 直接書き込みは、通常、次を書き込むときなどの、EMRFS S3 最適化コミッターがサ
ポートされていないときに使用されます。

• ORC やテキストなどの、Parquet 以外の出力形式。
• Spark RDD API を使用する Hadoop ファイル。
• Hive を使用する Parquet SerDe。「Hive metastore Parquet table conversion」を参照してくだ

さい。

EMRFS 直接書き込みは、次のシナリオでは使用されません。

• EMRFS S3 最適化コミッターが有効なとき。「EMRFS S3 最適化コミッターの要件」を参照し
てください。

• dynamic partitionOverwriteMode に設定して動的パーティションを書き込むとき。
• Hive のデフォルトのパーティションの場所規則に準拠しない場所などの、カスタムのパーティ

ションの場所に書き込むとき。
• HDFS への書き込みや S3A ファイルシステムの使用など、EMRFS 以外のファイルシステムを

使用するとき。
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アプリケーションが Amazon EMR 5.14.0 以降で直接書き込みを使用しているかどうかを判別す
るには、Spark INFO ログ記録を有効にします。「Direct Write: ENABLED」というテキストを含
むログ行が Spark ドライバーログまたは Spark エグゼキューターコンテナログのいずれかに存在
する場合、Spark アプリケーションが直接書き込みを使用して書き込んだことがわかります。
Amazon EMR クラスターでは、投機的実行はデフォルトで OFF になっています。次の条件が両
方ともあてはまる場合は、投機的実行をオンにしないことを強くお勧めします。

• データを Amazon S3 に書き込む場合。
• データを Apache Parquet 以外の形式で、または Apache Parquet 形式だが EMRFS S3 最適化

コミッターを使用せずに書き込む場合。

Spark 投機的実行をオンにし、EMRFS 直接書き込みを使用して Amazon S3 にデータを書き込む
と、断続的なデータ損失が発生する可能性があります。HDFS にデータを書き込むか、EMRFS 
S3 最適化コミッターを使用して Parquet 形式でデータを書き込むときは、Amazon EMR が直接
書き込みを使用しないため、この問題は発生しません。
EMRFS 直接書き込みを使用する形式で Spark から Amazon S3 にデータを書き込み、かつ投機
的実行を使用する必要がある場合は、HDFS に書き込み、S3DistCp を使用して出力ファイルを 
Amazon S3 に転送することをお勧めします。

トピック
• 整合性のあるビュー (p. 1535)
• Amazon S3 内の EMRFS データへのアクセスを許可する (p. 1553)
• デフォルトの AWS Security Token Service エンドポイントを管理する (p. 1555)
• EMRFS プロパティを使用して Amazon S3 の暗号化を指定する (p. 1555)

整合性のあるビュー
Warning

2023 年 6 月 1 日に、EMRFS コンシステントビューは、future の Amazon EMR リリースの標準
サポートが終了します。EMRFS のコンシステントビューは、既存のリリースでも引き続き機能
します。

2020 年 12 月 1 日に Amazon S3 read-after-write の強力な整合性がリリースされたことで、Amazon EMR 
クラスターで EMRFS コンシステントビュー (EMRFS CV) を使用する必要がなくなりました。EMRFS CV 
は、Amazon EMR クラスターが、Amazon S3 read-after-write オブジェクトの一覧と整合性を確認できま
す。EMRFS CV がオンになっていると、Amazon EMR は、S3 read-after-write オブジェクトのリストと整
合性の追跡に使用されるオブジェクトメタデータを保存します。EMRFS CV をオフにして、使用している 
DynamoDB データベースを削除して、追加コストが発生しないようにできるようになりました。以下の手
順では、CV 機能を確認して無効にし、その機能が使用する DynamoDB データベースを削除する方法につ
いて説明します。

EMRFS CV 機能を使用しているかどうかを確認するには

1. 「構成」タブに移動します。クラスターが以下の構成になっている場合は、EMRFS CV を使用しま
す。

Classification=emrfs-site,Property=fs.s3.consistent,Value=true

2. または、AWS CLIを使用して describe-clusterAPI でクラスターを記述することもできます。出
力にが含まれる場合fs.s3.consistent: true、クラスターは EMRFS CV を使用します。
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Amazon EMR クラスターで EMRFS CV をオフにするには

EMRFS CV 機能を無効にするには、以下の 3 つのオプションのいずれかを使用します。これらのオプショ
ンを実稼働環境に適用する前に、テスト環境でテストする必要があります。

1. 既存のクラスターを停止し、EMRFS CV オプションなしで新しいクラスターを開始するには。

a. クラスターを停止する前に、必ずデータをバックアップし、ユーザーに通知してください。
b. クラスターを停止するには、「クラスターの終了」の手順に従います。
c. Amazon EMR コンソールを使用して新しいクラスターを作成する場合は、「詳細Options」に移

動します。「ソフトウェア設定の編集」セクションで、EMRFS CV を有効にするオプションの選
択を解除します。EMRFS コンシステントビューのチェックボックスがある場合は、オフのまま
にしておきます。

d. create-clusterAPIAWS CLI を使用して新しいクラスターを作成する場合は、EMRFS CV--
emrfs を有効にするオプションを使用しないでください。

e. SDKAWS CloudFormation を使用する場合や新しいクラスターを作成する場合は、「コンシステ
ントビューの設定」に記載されている構成は使用しないでください。

2. クラスターをクローンして EMRFS CV を削除するには

a. Amazon EMR コンソールで、EMRFS CV を使用するクラスターを選択します。
b. クラスターの詳細ページの上部にある [クローン] を選択します。
c. [前へ] を選択し、[ステップ 1: ソフトウェアとステップ] に移動します。
d. [ソフトウェア設定の編集] で、EMRFS CV を削除します。「構成の編集」 で、emrfs-site分類

内の次の構成を削除します。S3 バケットから JSON を読み込む場合は、S3 オブジェクトを変更
する必要があります。

[ 
 {"classification": 
  "emrfs-site", 
  "properties": { 
   "fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds":"10", 
   "fs.s3.consistent":"true", 
   "fs.s3.consistent.retryCount":"5", 
   "fs.s3.consistent.metadata.tableName":"EmrFSMetadata" 
  } 
 }
]

3. インスタンスグループを使用するクラスターから EMRFS CV を削除するには

a. 次のコマンドを使用して、単一の EMR クラスターが EMRFS CV に関連付けられた DynamoDB 
テーブルを使用しているかどうか、または複数のクラスターがテーブルを共有しているかどうか
を確認します。テーブル名はfs.s3.consistent.metadata.tableName、「コンシステント
ビューの設定」で説明されているようにで指定されています。EMRFS CV が使用するデフォルト
のテーブル名はですEmrFSMetadata。

aws emr describe-cluster --cluster-id j-XXXXX | grep 
 fs.s3.consistent.metadata.tableName

b. クラスターが DynamoDB データベースを他のクラスターと共有していない場合は、次のコマン
ドを使用してクラスターを再設定し、EMRFS CV を非アクティブ化します。詳細については、
「実行中のクラスター内のインスタンスグループの再設定」を参照してください。

aws emr modify-instance-groups --cli-input-json file://disable-emrfs-1.json

このコマンドは、変更するファイルを開きます。次の設定を使用して、ファイルを変更します。
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{ 
 "ClusterId": "j-xxxx", 
 "InstanceGroups": [ 
  { 
   "InstanceGroupId": "ig-xxxx", 
   "Configurations": [ 
    { 
     "Classification": "emrfs-site", 
     "Properties": { 
      "fs.s3.consistent": "false" 
     }, 
     "Configurations": [] 
    } 
   ] 
  } 
 ]
}

c. クラスターが DynamoDB テーブルを別のクラスターと共有している場合は、クラスターが共有 
S3 ロケーションのオブジェクトを変更しない時点で、すべてのクラスターで EMRFS CV をオフ
にします。

EMRFS CVに関連する Amazon DynamoDB リソースを削除するには

Amazon EMR クラスターから EMRFS CV を削除したら、EMRFS CV に関連付けられた DynamoDB リ
ソースを削除します。そうするまでは、引き続き EMRFS CV に関連する DynamoDB 料金が発生します。

1. DynamoDB CloudWatch テーブルのメトリックスを確認し、そのテーブルがどのクラスターでも使用
されていないことを確認します。

2. DynamoDB テーブルを削除します。

aws dynamodb delete-table --table-name <your-table-name>

EMRFS 履歴書に関連付けられた Amazon SQS リソースを削除するには

1. 不一致通知を Amazon SQS にプッシュするようにクラスターを設定した場合、すべての SQS キュー
を削除できます。

2. 「コンシステントビューの設定」の説明に従っ
てfs.s3.consistent.notification.SQS.queueName、で指定された Amazon SQS キュー名を
検索します。デフォルトのキュー名形式はですEMRFS-Inconsistency-<j-cluster ID>。

aws sqs list-queues | grep ‘EMRFS-Inconsistency’
aws sqs delete-queue –queue-url <your-queue-url>

EMRFS CLI の使用を停止するには

• EMRFS CLIは、EMRFS CVが生成するメタデータを管理します。Amazon EMR のfuture リリースで 
EMRFS CV の標準サポートが終了すると、EMRFS CLI のサポートも終了する予定です。

トピック
• 整合性のあるビューを有効にする (p. 1538)
• EMRFS の整合性のあるビューが Amazon S3 内のオブジェクトを追跡する方法を理解する (p. 1539)
• 再試行ロジック (p. 1540)
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• EMRFS の整合性のあるビューのメタデータ (p. 1541)
• CloudWatch と Amazon SQS の整合性通知を設定する (p. 1543)
• 整合性のあるビューを設定する (p. 1544)
• EMRFS CLI コマンドリファレンス (p. 1546)

整合性のあるビューを有効にする
AWS Management Console、AWS CLI、または emrfs-site 設定分類を使用して、Amazon S3 のサー
バー側の暗号化、または EMRFS の整合性のあるビューを有効にできます。

コンソールを使用して整合性のあるビューを設定するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選
択します。

3. [Step 1: Software and Steps] および [Step 2: Hardware] の設定を選択します。
4. [Step 3: General Cluster Settings] の [Additional Options] で、[EMRFS consistent view] を選択しま

す。
5. [EMRFS Metadata store] に、メタデータストアの名前を入力します。デフォルト値は

EmrFSMetadata です。EmrFSMetadata テーブルが存在しない場合、自動的に DynamoDB に作成さ
れます。

Note

Amazon EMR は、クラスターの終了時に DynamoDB から EMRFS メタデータを自動的には
削除しません。

6. [Number of retries] に整数値を入力します。不整合が検出された場合、EMRFS はこの回数にわた
り、Amazon S3 の呼び出しを試みます。デフォルト値は 5 です。

7. [Retry period (in seconds)] に、整数値を入力します。これは、再試行までに EMRFS が待機する時間
です。デフォルト値は 10 です。

Note

それ以降の再試行では、エクスポネンシャルパックオフが使用されます。

AWS CLI を使用して、整合性のあるビューを有効にしてクラスターを起動するには

現行バージョンの AWS CLI をインストールすることをお勧めします。最新リリースをダウンロードする
には、https://aws.amazon.com/cli/ を参照してください。

• Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --emrfs 
 Consistent=true \
--release-label emr-5.36.0 --ec2-attributes KeyName=myKey
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内のオブジェクトを追跡する方法を理解する

AWS Management Console を使用して整合性のあるビューが有効かどうかを確認するには

• コンソールで整合性のあるビューが有効かどうかを確認するには、[Cluster List] に移動し、クラ
スター名を選択して [Cluster Details] を表示します。[EMRFS consistent view] フィールドの値
は、Enabled または Disabled です。

整合性のあるビューが有効になっているかどうかを確認するには、emrfs-site.xml ファイルを
調べます。

• 整合性が有効になっているかどうかは、クラスターのマスターノードの emrfs-site.xml 設定ファ
イルを調べることで確認できます。fs.s3.consistent のブール値が true に設定されている場
合、Amazon S3 が関与するファイルシステム操作に対して整合性のあるビューが有効になっていま
す。

EMRFS の整合性のあるビューが Amazon S3 内のオ
ブジェクトを追跡する方法を理解する
EMRFS は、オブジェクトに関する情報を EMRFS メタデータに追加することで、Amazon S3 内にそれ
らのオブジェクトの整合性のあるビューを作成します。EMRFS は、次の場合にこれらの一覧をそのメタ
データに追加します。

• Amazon EMR ジョブの実行中に、EMRFS によってオブジェクトが書き込まれた。
• EMRFS CLI を使用してオブジェクトが EMRFS のメタデータと同期化されたか、EMRFS にインポート

された。

EMRFS によって読み取られたオブジェクトはメタデータに自動的に追加されません。EMRFS がオブジェ
クトを削除されると、リストが EMRFS CLI を使用して消去されるまで、削除された状態でメタデータに
残ります。CLI の詳細については、「EMRFS CLI コマンドリファレンス (p. 1546)」を参照してくださ
い。EMRFS のメタデータでの一覧消去の詳細については、「EMRFS の整合性のあるビューのメタデー
タ (p. 1541)」を参照してください。

EMRFS は、すべての Amazon S3 操作について、整合性のあるビューのオブジェクトのセットに関する
情報のメタデータを確認します。EMRFS は、これらのいずれかの操作中に Amazon S3 が不整合である
ことを検出すると、emrfs-site 設定プロパティで定義されているパラメータに従って操作を再試行しま
す。EMRFS が再試行した後、ConsistencyException を返すか、例外を記録してワークフローを継続
します。再試行ロジックの詳細については、「再試行ロジック (p. 1540)」を参照してください。たとえ
ば、ログには ConsistencyExceptions が見つかります。

• listStatus: No Amazon S3 object for metadata item /S3_bucket/dir/object
• getFileStatus:dir/file キーはメタデータには存在するが、Amazon S3 には存在しない

EMRFS の整合性のあるビューで追跡されているオブジェクトを Amazon S3 から直接削除する
と、EMRFS はそのオブジェクトを不整合として扱います。これは、そのオブジェクトが Amazon S3 に
存在するものとしてメタデータにまだリストされているためです。Amazon S3 で EMRFS が追跡する
オブジェクトとメタデータが同期されなくなった場合は、EMRFS CLI の sync サブコマンドを使用し
て、Amazon S3 の状態を反映するようにメタデータをリセットできます。メタデータと Amazon S3 との
間の不整合を検出するには、diff を使用します。最後に、EMRFS の整合性のあるビューには、メタデータ
で参照されているオブジェクトのみがあります。同じ Amazon S3 のパスには、追跡されていない他のオ
ブジェクトが存在する可能性があります。EMRFS は、Amazon S3 パスのオブジェクトを一覧表示すると
きに、メタデータで追跡されているオブジェクトと、その Amazon S3 パス内のオブジェクトのスーパー
セットを返します。
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再試行ロジック
EMRFS は、特定の数の再試行について、メタデータで追跡されるオブジェクトのリ
ストの整合性を検証しようとします。デフォルト は 5 です。再試行の数を超過する場
合、fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency が false に設定されていない限り（こ
の場合、整合性がないとして追跡されるオブジェクトのみが記録されます）、失敗を返します。EMRFS 
は、デフォルトでエクスポネンシャルパックオフ再試行ポリシーを使用しますが、固定ポリシーに設定
することもできます。ユーザーは、例外をスローすることなく、残りのジョブに進む前に特定の時間、再
試行したい場合があります。その場合は、fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency
を false に、fs.s3.consistent.retryPolicyType を fixed
に、fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds を目的の値に設定することで、これを達成できます。
次の例では、整合性を有効にしてクラスターを作成します。これにより、不整合が記録され、10 秒の固定
再試行間隔が設定されます。

Example 再試行期間の一定量への設定

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 1 \
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistency=false, 
 fs.s3.consistent.retryPolicyType=fixed,fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds=10] --ec2-
attributes KeyName=myKey

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

詳細については、「整合性のあるビュー (p. 1535)」を参照してください。

IMDS のリージョンの取得呼び出しに対する EMRFS 設定
EMRFS は、IMDS (インスタンスメタデータサービス) を使用してインスタンスリージョンと、Amazon 
S3、DynamoDB、または AWS KMS のエンドポイントを取得します。ただし、IMDS には処理できるリク
エストの数に制限があり、その制限を超えるリクエストは失敗します。この IMDS 制限により、EMRFS 
の初期化が失敗し、クエリまたはコマンドが失敗する可能性があります。emrfs-site.xml で、次のランダム
化されたエクスポネンシャルバックオフ再試行メカニズムとフォールバックリージョン設定プロパティを
使用して、すべての再試行が失敗するシナリオに対応できます。

<property> 
    <name>fs.s3.region.retryCount</name> 
    <value>3</value> 
    <description> 
    Maximum retries that would be attempted to get AWS region. 
    </description>
</property>
<property> 
    <name>fs.s3.region.retryPeriodSeconds</name> 
    <value>3</value> 
    <description> 
    Base sleep time in second for each get-region retry. 
    </description>
</property>
<property> 
    <name>fs.s3.region.fallback</name> 
    <value>us-east-1</value> 
    <description> 
    Fallback to this region after maximum retries for getting AWS region have been reached. 
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    </description>
</property>

EMRFS の整合性のあるビューのメタデータ
EMRFS の整合性のあるビューは、DynamoDB テーブルを使用して、EMRFS と同期されたか、EMRFS 
によって作成された Amazon S3 内のオブジェクトの整合性を追跡します。このメタデータはすべての操
作（読み取り、書き込み、更新、およびコピー）の追跡に使用され、実際のコンテンツはメタデータには
保存されません。このメタデータは、Amazon S3 から受信したオブジェクトやメタデータが、予期して
いるものと一致するかどうかを検証するために使用されます。この検証により、EMRFS は、EMRFS が 
Amazon S3 に書き込む新しいオブジェクトや EMRFS read-after-write と同期されるオブジェクトの一覧の
整合性と、整合性を確認できます。複数のクラスターで同じメタデータを共有できます。

メタデータにエントリを追加する方法

メタデータへのエントリの追加には、sync サブコマンドまたは import サブコマンドを使用できま
す。sync は、パス内の Amazon S3 オブジェクトの状態を反映し、import は厳密に新しいエントリ
をメタデータに追加するために使用されます。詳細については、「EMRFS CLI コマンドリファレン
ス (p. 1546)」を参照してください。

メタデータと Amazon S3 内のオブジェクトとの差異を確認する方法

メタデータと Amazon S3 との差異を確認するには、EMRFS CLI の diff サブコマンドを使用します。詳
細については、「EMRFS CLI コマンドリファレンス (p. 1546)」を参照してください。

メタデータ操作が調整されているかどうかを確認する方法

EMRFS は、その読み取り操作と書き込み操作のメタデータのデフォルトのスループットキャパシティー
制限として、それぞれ 500 ユニットと 100 ユニットを設定します。多数のオブジェクトやバケットが
あると、操作でこのキャパシティーを超える可能性があります。その時点で DynamoDB は操作を抑制
します。たとえば、これらのキャパシティーの上限を超える操作を実行する場合、アプリケーションで 
EMRFS が ProvisionedThroughputExceededException をスローする場合があります。抑制される
と、EMRFS CLI ツールは、操作が終了するか、Amazon EMR から Amazon S3 へのオブジェクト書き込
みの最大再試行値に到達するまで、エクスポネンシャルパックオフを使用して DynamoDB テーブルへの
書き込みを再試行します。

独自のスループットキャパシティー制限を設定できます。ただし、DynamoDB の読み込み操作と書き込
み操作には、3000 読み込みキャパシティーユニット (RCU) と 1000 書き込みキャパシティーユニット 
(WCU) の厳密なパーティション制限があります。抑制による sync 障害を回避するには、読み取り操作
のスループットを 3000 RCU 未満に、書き込み操作のスループットを 1000 WCU 未満に制限することを
お勧めします。カスタムのスループットキャパシティー制限を設定する手順については、「整合性のある
ビューを設定する (p. 1544)」を参照してください。

DynamoDB コンソールで EMRFS メタデータの Amazon CloudWatch メトリクスを表示することもでき
ます。ここでは、抑制された読み取りリクエストと書き込みリクエストの数を確認できます。調整され
たリクエストの数がゼロ以外の場合、アプリケーションは、読み取りまたは書き込み操作に割り当てられ
るスループット容量を増やすことで、メリットが得られる可能性があります。長時間にわたって読み取り
と書き込みに割り当てられた最大のスループット容量に操作が近付いていることが表示された場合も、パ
フォーマンスのメリットが得られる可能性があります。

重要な EMRFS 操作のスループット特性

読み取りおよび書き込み操作のデフォルト値は、それぞれ 400 スループット容量ユニット、100 スルー
プット容量ユニットです。以下のパフォーマンス特性は、特定の操作に必要なスループットのヒントを示
しています。これらのテストは、単一ノードの m3.large クラスターを使用して実行されました。すべて
の操作はシングルスレッドです。パフォーマンスは特定のアプリケーション特性によって大きく異なり、
ファイルシステム操作を最適化するには、検証が必要になる場合があります。
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Operation 平均 read-per-
second

平均 write-per-second

create（オブジェクト） 26.79 6.70

delete（オブジェクト） 10.79 10.79

delete（1000 個のオブジェクトを含
むディレクトリ）

21.79 338.40

getFileStatus(オブジェクト) 34.70 0

getFileStatus(ディレクトリ) 19.96 0

listStatus（1 個のオブジェクトを含
むディレクトリ）

43.31 0

listStatus（10 個のオブジェクトを
含むディレクトリ）

44.34 0

listStatus（100 個のオブジェクトを
含むディレクトリ）

84.44 0

listStatus (1,000 個のオブジェクト
を含むディレクトリ)

308.81 0

listStatus (10,000 個のオブジェクト
を含むディレクトリ)

416.05 0

listStatus (100,000 個のオブジェク
トを含むディレクトリ)

823.56 0

listStatus（1,000,000 個のオブジェ
クトを含むディレクトリ）

882.36 0

mkdir（120 秒間継続） 24.18 4.03

mkdir 12.59 0

rename（オブジェクト） 19.53 4.88

rename（1000 個のオブジェクトを
含むディレクトリ）

23.22 339.34

メタデータストアから古いデータを消去するステップを送信するには

DynamoDB ベースのメタデータの特定エントリを削除することが必要な場合があります。この操作は、
テーブルに関連するストレージコストを節約するうえで役立ちます。ユーザーは、EMRFS CLI の delete
サブコマンドを使用して、特定のエントリを手動またはプログラムで消去することができます。ただし、
メタデータからエントリを削除すると、EMRFS は整合性のチェックを行わなくなります。

ジョブ完了後のプログラムによる消去は、EMRFS CLI でコマンドを実行する最終的なステップをクラス
ターに送信することにより行います。たとえば、クラスターにステップを送信し、2 日前より古いすべて
のエントリを削除するには、次のコマンドを入力します。

aws emr add-steps --cluster-id j-2AL4XXXXXX5T9 --steps Name="emrfsCLI",Jar="command-
runner.jar",Args=["emrfs","delete","--time","2","--time-unit","days"]
{ 
    "StepIds": [ 
        "s-B12345678902" 
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    ]
}

StepId 返された値を使用して、ログで操作の結果を確認します。

CloudWatch と Amazon SQS の整合性通知を設定する
Amazon S3 の結果整合性の問題に対して、EMRFS CloudWatch 内のメトリクスと Amazon SQS メッセー
ジを有効にできます。

CloudWatch

CloudWatch メトリクスを有効にすると、Amazon S3 の結果整合性のためにFileSystem API 呼び出しが
失敗するたびに、Inconsistency という名前のメトリクスがプッシュされます。

Amazon S3 CloudWatch の結果整合性の問題のメトリクスを表示するには

CloudWatch コンソールに不一致メトリックを表示するには、EMRFS メトリクスを選択
してから、JobFlowId/メトリック名のペアを選択します。たとえば、j-162XXXXXXM2CU 
ListStatusj-162XXXXXXM2CU GetFileStatus などです。

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
2. [Dashboard] の [Metrics] セクションで、[EMRFS] を選択します。
3. Job フローメトリックペインで、1 つ以上の JobFlowId/メトリック名のペアを選択します。メトリク

スのグラフィカル表示が、次のウィンドウに表示されます。

Amazon SQS

Amazon SQS 通知を有効にすると、EMRFS の初期化時に EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId>
という名前の Amazon SQS キューが作成されます。Amazon S3 の結果整合性のために FileSystem
API 呼び出しが失敗すると、Amazon SQS メッセージがキューにプッシュされます。メッセージには 
JobFlowId、API、矛盾するパスのリスト、スタックトレースなどの情報が含まれています。メッセージ
は、Amazon SQS コンソールを使用するか、EMRFS の read-sqs コマンドを使用して読み取ることがで
きます。

Amazon S3 の結果整合性の問題に対する Amazon SQS メッセージを管理するには

Amazon S3 の結果整合性の問題に関する Amazon SQS メッセージは、EMRFS CLI を使用して読み取る
ことができます。Amazon SQS EMRFS キューからメッセージを読み取るには、read-sqs コマンドを入
力し、マスターノードのローカルファイルシステム上の結果の出力ファイルの出力場所を指定します。

delete-sqs コマンドを使用して EMRFS の Amazon SQS キューを削除することもできます。

1. Amazon SQS キューからメッセージを読み取るには、次のコマンドを入力します。queuename を設
定した Amazon SQS キューの名前に、/path/filename を出力ファイルのパスに置き換えてくださ
い。

emrfs read-sqs --queue-name queuename --output-file /path/filename

たとえば、デフォルトのキューから Amazon SQS メッセージを読み取って出力するには、次のように
入力します。

emrfs read-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU --output-file /path/
filename
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Note

また、-q および -o の代わりに、それぞれ --queue-name および --output-file ショー
トカットを使用することもできます。

2. Amazon SQS キューを削除するには、次のコマンドを入力します。

emrfs delete-sqs --queue-name queuename

たとえば、デフォルトキューを削除するには、次のように入力します。

emrfs delete-sqs --queue-name EMRFS-Inconsistency-j-162XXXXXXM2CU

Note

--queue-name の代わりに -q ショートカットを使用することもできます。

整合性のあるビューを設定する
emrfs-site プロパティの設定プロパティを使用して、整合性のあるビューに追加の設定を構成できま
す。たとえば、emrfs-site 設定分類 (Amazon EMR リリースバージョン 4.x 以降のみ)、またはマスター
ノードに emrfs-site.xml ファイルを設定するブートストラップアクションを使用して、CLI の --emrfs オ
プションに次の引数を指定することで、デフォルトの DynamoDB スループットとして異なる値を選択で
きます。

Example クラスター起動時のデフォルトのメタデータの読み取りおよび書き込み値の変更

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Consistent=true,Args=[fs.s3.consistent.metadata.read.capacity=600,\
fs.s3.consistent.metadata.write.capacity=300] --ec2-attributes KeyName=myKey

別の方法として、次の設定ファイルを使用し、ローカルまたは Amazon S3 に保存します。

[ 
    { 
      "Classification": "emrfs-site", 
      "Properties": { 
        "fs.s3.consistent.metadata.read.capacity": "600", 
        "fs.s3.consistent.metadata.write.capacity": "300" 
      } 
    } 
 ]

次の構文で作成した設定を使用します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --applications Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --configurations file://./myConfig.json

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。
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次のオプションは、設定または AWS CLI の --emrfs 引数を使用して設定できます。それらの引数につい
ては、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参照してください。

整合性のあるビューの emrfs-site.xml プロパティ

プロパティ デフォルト値 説明

fs.s3.consistent false true に設定すると、このプロパ
ティは DynamoDB を使用して整合
性を確保するように EMRFS を設
定します。

fs.s3.consistent.retryPolicyType exponential このプロパティは、整合性に関す
る問題について再試行するときに使
用するポリシーを識別します。オプ
ションは、exponential、fixed、ま
たは none です。

fs.s3.consistent.retryPeriodSeconds 1 このプロパティは、整合性の再試行
間の待機時間を設定します。

fs.s3.consistent.retryCount 10 このプロパティは、不整合が検出さ
れたときの最大の再試行回数を設定
します。

fs.s3.consistent.throwExceptionOnInconsistencytrue このプロパティは、整合性の例外
をスローまたは記録するかどうか
を決定します。true に設定する
と、ConsistencyException が
スローされます。

fs.s3.consistent.metadata.autoCreate true true に設定すると、このプロパ
ティはメタデータテーブルの自動作
成を有効にします。

fs.s3.consistent.metadata.etag.verification.enabledtrue Amazon EMR 5.29.0 では、このプ
ロパティはデフォルトで有効になっ
ています。有効にすると、EMRFS 
は S3 ETags を使用して、読み取ら
れているオブジェクトが利用可能な
最新バージョンであることを確認し
ます。この機能は、S3 read-after-
update 上のファイルが同じ名前を
維持しながら上書きされるユース
ケースに役立ちます。この ETag 検
証機能は、現在 S3 Select では使用
できません。

fs.s3.consistent.metadata.tableName EmrFSMetadataこのプロパティは、DynamoDB 内
のメタデータテーブルの名前を指定
します。

fs.s3.consistent.metadata.read.capacity500 このプロパティは、メタデータテー
ブルの作成時に DynamoDB の読み
込みキャパシティーをプロビジョニ
ングすることを指定します。

fs.s3.consistent.metadata.write.capacity100 このプロパティは、メタデータテー
ブルの作成時に DynamoDB の書き
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プロパティ デフォルト値 説明
込みキャパシティーをプロビジョニ
ングすることを指定します。

fs.s3.consistent.fastList true true に設定すると、このプロパ
ティは複数のスレッドを使用して
ディレクトリを一覧表示します (必
要な場合)。このプロパティを使用
するには、整合性を有効にする必要
があります。

fs.s3.consistent.fastList.prefetchMetadatafalse true に設定すると、このプロパ
ティは 20,000 以上の項目を含む
ディレクトリに対してメタデータの
プリフェッチを有効にします。

fs.s3.consistent.notification.CloudWatchfalse に設定するとtrue、Amazon S3 の
結果整合性の問題が原因で失敗する 
FileSystem API CloudWatch 呼び出
しに対してメトリクスが有効になり
ます。

fs.s3.consistent.notification.SQS false true に設定すると、結果整合性の
通知が Amazon SQS キューにプッ
シュされます。

fs.s3.consistent.notification.SQS.queueNameEMRFS-
Inconsistency-
<jobFlowId>

このプロパティを変更する
と、Amazon S3 の結果整合性の問
題に関するメッセージに対して、
独自の SQS キュー名を指定できま
す。

fs.s3.consistent.notification.SQS.customMsgnone このプロパティでは、Amazon S3 
の結果整合性の問題に関する SQS 
メッセージに含まれるカスタム情報
を指定できます。このプロパティに
対して値が指定されていない場合、
メッセージの対応するフィールドは
空になります。

fs.s3.consistent.dynamodb.endpoint none このプロパティを使用して、整合性
のあるビューのメタデータにカスタ
ム DynamoDB エンドポイントを指
定できます。

fs.s3.useRequesterPaysHeader false true に設定すると、このプロパ
ティは、リクエスト支払いオプショ
ンが有効になっているバケットへの 
Amazon S3 リクエストを許可しま
す。

EMRFS CLI コマンドリファレンス
EMRFS CLI は、Amazon EMR リリースバージョン 3.2.1 以降を使用して作成されたすべてのクラスター
マスターノードにデフォルトでインストールされます。EMRFS CLI を使用して、整合性のあるビューのメ
タデータを管理できます。
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Note

emrfs コマンドは、VT100 ターミナルエミュレーションでのみサポートされます。ただし、他の
ターミナルエミュレータモードでも動作する場合があります。

emrfs 最上位コマンド
emrfs 最上位コマンドは、次の構造をサポートしています。

emrfs [describe-metadata | set-metadata-capacity | delete-metadata | create-metadata | \
list-metadata-stores | diff | delete | sync | import ] [options] [arguments]

次の表に示すように、[引数] の有無にかかわらず、[options] を指定します。サブコマンド (describe-
metadata、set-metadata-capacity など) に固有の [options] については、以下の各サブコマンドを
参照してください。

emrfs の [Options]

オプション 説明 必須

-a AWS_ACCESS_KEY_ID
| --access-key
AWS_ACCESS_KEY_ID

Amazon S3 へのオブジェクトの書き込み
と、DynamoDB 内のメタデータストアの作成またはア
クセスに使用する AWS アクセスキー。デフォルトで
は、AWS_ACCESS_KEY_ID は、クラスターの作成に使
用されたアクセスキーに設定されます。

いいえ

-s AWS_SECRET_ACCESS_KEY
| --secret-key
AWS_SECRET_ACCESS_KEY

Amazon S3 へのオブジェクトの書き込み
と、DynamoDB 内のメタデータストアの作成ま
たはアクセスに使用するアクセスキーに関連付
けられた AWS シークレットキー。デフォルトで
は、AWS_SECRET_ACCESS_KEY は、クラスターの作成
に使用されたアクセスキーに関連付けられたシークレッ
トキーに設定されます。

いいえ

-v | --verbose 詳細な出力を作成します。 いいえ

-h | --help emrfs コマンドのヘルプメッセージと使用方法の説明
を表示します。

いいえ

emrfs describe-metadata サブコマンド
emrfs describe-metadata の [Options]

オプション 説明 必須

-m METADATA_NAME | --
metadata-name METADATA_NAME

METADATA_NAME は DynamoDB メタデータテーブルの
名前です。METADATA_NAME 引数が指定されていない
場合、デフォルト値は EmrFSMetadata です。

いいえ

Example emrfs describe-metadata の例

次の例では、デフォルトのメタデータテーブルを記述します。

$ emrfs describe-metadata
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EmrFSMetadata 
  read-capacity: 400 
  write-capacity: 100 
  status: ACTIVE 
  approximate-item-count (6 hour delay): 12

emrfs set-metadata-capacity サブコマンド
emrfs set-metadata-capacity

オプション 説明 必須

-m METADATA_NAME | --
metadata-name METADATA_NAME

METADATA_NAME は DynamoDB メタデータテーブルの
名前です。METADATA_NAME 引数が指定されていない
場合、デフォルト値は EmrFSMetadata です。

いいえ

-r READ_CAPACITY | --read-
capacity READ_CAPACITY

メタデータテーブルのリクエストされた読み込みスルー
プット容量。READ_CAPACITY 引数が指定されていな
い場合、デフォルト値は 400 です。

いいえ

-w WRITE_CAPACITY
| --write-capacity
WRITE_CAPACITY

メタデータテーブルのリクエストされた書き込みスルー
プット容量。WRITE_CAPACITY 引数が指定されていな
い場合、デフォルト値は 100 です。

いいえ

Example emrfs set-metadata-capacity の例

次の例では、600 という名前のメタデータテーブルの読み込みスループット容量を 150、書き込みスルー
プット容量を EmrMetadataAlt に設定します。

$ emrfs set-metadata-capacity --metadata-name EmrMetadataAlt  --read-capacity 600 --write-
capacity 150 
  read-capacity: 400 
  write-capacity: 100 
  status: UPDATING 
  approximate-item-count (6 hour delay): 0

emrfs delete-metadata サブコマンド
emrfs delete-metadata の [Options]

オプション 説明 必須

-m METADATA_NAME | --
metadata-name METADATA_NAME

METADATA_NAME は DynamoDB メタデータテーブルの
名前です。METADATA_NAME 引数が指定されていない
場合、デフォルト値は EmrFSMetadata です。

いいえ

Example emrfs delete-metadata の例

次の例では、デフォルトのメタデータテーブルを削除します。

$ emrfs delete-metadata
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emrfs create-metadata サブコマンド
emrfs create-metadata の [Options]

オプション 説明 必須

-m METADATA_NAME | --
metadata-name METADATA_NAME

METADATA_NAME は DynamoDB メタデータテーブルの
名前です。METADATA_NAME 引数が指定されていない
場合、デフォルト値は EmrFSMetadata です。

いいえ

-r READ_CAPACITY | --read-
capacity READ_CAPACITY

メタデータテーブルのリクエストされた読み込みスルー
プット容量。READ_CAPACITY 引数が指定されていな
い場合、デフォルト値は 400 です。

いいえ

-w WRITE_CAPACITY
| --write-capacity
WRITE_CAPACITY

メタデータテーブルのリクエストされた書き込みスルー
プット容量。WRITE_CAPACITY 引数が指定されていな
い場合、デフォルト値は 100 です。

いいえ

Example emrfs create-metadata の例

次の例では、EmrFSMetadataAlt という名前のメタデータテーブルを作成します。

$ emrfs create-metadata -m EmrFSMetadataAlt
Creating metadata: EmrFSMetadataAlt
EmrFSMetadataAlt 
  read-capacity: 400 
  write-capacity: 100 
  status: ACTIVE 
  approximate-item-count (6 hour delay): 0

emrfs list-metadata-stores サブコマンド
emrfs list-metadata-stores サブコマンドには、[options] がありません。

Example List-metadata-stores の例

次の例では、メタデータテーブルを表示します。

$ emrfs list-metadata-stores 
  EmrFSMetadata

emrfs diff サブコマンド
emrfs diff の [Options]

オプション 説明 必須

-m METADATA_NAME | --
metadata-name METADATA_NAME

METADATA_NAME は DynamoDB メタデータテーブルの
名前です。METADATA_NAME 引数が指定されていない
場合、デフォルト値は EmrFSMetadata です。

いいえ

s3://s3Path メタデータテーブルと比較する Amazon S3 バケットへ
のパス。バケットは再帰的に同期されます。

はい
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Example emrfs diff の例

次の例では、デフォルトのメタデータテーブルを Amazon S3 バケットと比較します。

$ emrfs diff s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
BOTH | MANIFEST ONLY | S3 ONLY
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/logprocessor.jar
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-14.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-15.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-16.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-17.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-18.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-19.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/input/XABCD12345678.2009-05-05-20.WxYz1234
DIR elasticmapreduce/samples/cloudfront/code/cloudfront-loganalyzer.tgz

emrfs delete サブコマンド
emrfs delete の [Options]

オプション 説明 必須

-m METADATA_NAME | --
metadata-name METADATA_NAME

METADATA_NAME は DynamoDB メタデータテーブルの
名前です。METADATA_NAME 引数が指定されていない
場合、デフォルト値は EmrFSMetadata です。

いいえ

s3://s3Path 整合性のあるビューのために追跡する Amazon S3 バ
ケットへのパス。バケットは再帰的に同期されます。

はい

-t TIME | --time TIME 有効期限（時間単位引数を使用して解釈されます）。
指定されたバケットの TIME 引数より古いすべてのメタ
データエントリが削除されます。

 

-u UNIT | --time-unit UNIT 時間の引数（ナノ秒、マイクロ秒、ミリ秒、秒、分、時
間、日数）を解釈するために使用される基準。引数が指
定されていない場合、デフォルト値は days です。

 

--read-consumption
READ_CONSUMPTION

delete オペレーションに使用される、リクエス
トされた利用可能な読み取りスループットの
量。READ_CONSUMPTION 引数が指定されていない場
合、デフォルト値は 400 です。

いいえ

--write-consumption
WRITE_CONSUMPTION

delete オペレーションに使用される、リクエス
トされた利用可能な書き込みスループットの
量。WRITE_CONSUMPTION 引数が指定されていない場
合、デフォルト値は 100 です。

いいえ

Example emrfs delete の例

次の例では、整合性のあるビューの追跡メタデータから Amazon S3 バケットのすべてのオブジェクトを
削除します。

$ emrfs delete s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
entries deleted: 11
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emrfs import サブコマンド
emrfs import の [Options]

オプション 説明 必須

-m METADATA_NAME | --
metadata-name METADATA_NAME

METADATA_NAME は DynamoDB メタデータテーブルの
名前です。METADATA_NAME 引数が指定されていない
場合、デフォルト値は EmrFSMetadata です。

いいえ

s3://s3Path 整合性のあるビューのために追跡する Amazon S3 バ
ケットへのパス。バケットは再帰的に同期されます。

はい

--read-consumption
READ_CONSUMPTION

delete オペレーションに使用される、リクエス
トされた利用可能な読み取りスループットの
量。READ_CONSUMPTION 引数が指定されていない場
合、デフォルト値は 400 です。

いいえ

--write-consumption
WRITE_CONSUMPTION

delete オペレーションに使用される、リクエス
トされた利用可能な書き込みスループットの
量。WRITE_CONSUMPTION 引数が指定されていない場
合、デフォルト値は 100 です。

いいえ

Example emrfs import の例

次の例では、Amazon S3 バケット内のすべてのオブジェクトを、整合性のあるビューの追跡メタデータと
ともにインポートします。不明なキーはすべて無視されます。

$ emrfs import s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront 
   

emrfs sync サブコマンド
emrfs sync の [Options]

オプション 説明 必須

-m METADATA_NAME | --
metadata-name METADATA_NAME

METADATA_NAME は DynamoDB メタデータテーブルの
名前です。METADATA_NAME 引数が指定されていない
場合、デフォルト値は EmrFSMetadata です。

いいえ

s3://s3Path 整合性のあるビューのために追跡する Amazon S3 バ
ケットへのパス。バケットは再帰的に同期されます。

はい

--read-consumption
READ_CONSUMPTION

delete オペレーションに使用される、リクエス
トされた利用可能な読み取りスループットの
量。READ_CONSUMPTION 引数が指定されていない場
合、デフォルト値は 400 です。

いいえ

--write-consumption
WRITE_CONSUMPTION

delete オペレーションに使用される、リクエス
トされた利用可能な書き込みスループットの
量。WRITE_CONSUMPTION 引数が指定されていない場
合、デフォルト値は 100 です。

いいえ
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Example emrfs sync command の例

次の例では、Amazon S3 バケット内のすべてのオブジェクトを、整合性のあるビューの追跡メタデータと
ともにインポートします。不明なキーがすべて削除されます。

$ emrfs sync s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront
Synching samples/cloudfront                                       0 added | 0 updated | 0 
 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/code/                                 1 added | 0 updated | 0 
 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/                                      2 added | 0 updated | 0 
 removed | 0 unchanged
Synching samples/cloudfront/input/                                9 added | 0 updated | 0 
 removed | 0 unchanged
Done synching s3://elasticmapreduce/samples/cloudfront            9 added | 0 updated | 1 
 removed | 0 unchanged
creating 3 folder key(s)
folders written: 3

emrfs read-sqs サブコマンド
emrfs read-sqs の [Options]

オプション 説明 必須

-q QUEUE_NAME | --queue-
name QUEUE_NAME

QUEUE_NAME は、emrfs-site.xml で設定した 
Amazon SQS キューの名前です。デフォルト値は
EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId> です。

はい

-o OUTPUT_FILE | --output-
file OUTPUT_FILE

OUTPUT_FILE は、マスターノードのローカルファイル
システムにある出力ファイルへのパスです。キューか
ら読み取ったメッセージはこのファイルに書き込まれま
す。

はい

emrfs delete-sqs サブコマンド
emrfs delete-sqs の [Options]

オプション 説明 必須

-q QUEUE_NAME | --queue-
name QUEUE_NAME

QUEUE_NAME は、emrfs-site.xml で設定した 
Amazon SQS キューの名前です。デフォルト値は
EMRFS-Inconsistency-<jobFlowId> です。

はい

ステップとして EMRFS CLI コマンドを送信する
次の例では、AWS CLI または API および emrfs を活用して command-runner.jar コマンドをステップ
として実行することにより、マスターノードで emrfs ユーティリティを使用する方法を示します。この例
では、AWS SDK for Python (Boto3) を使用して、Amazon S3 バケット内のオブジェクトをデフォルトの 
EMRFS メタデータテーブルに追加するステップをクラスターに追加します。

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def add_emrfs_step(command, bucket_url, cluster_id, emr_client): 
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    """ 
    Add an EMRFS command as a job flow step to an existing cluster. 

    :param command: The EMRFS command to run. 
    :param bucket_url: The URL of a bucket that contains tracking metadata. 
    :param cluster_id: The ID of the cluster to update. 
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client object. 
    :return: The ID of the added job flow step. Status can be tracked by calling 
             the emr_client.describe_step() function. 
    """ 
    job_flow_step = { 
        'Name': 'Example EMRFS Command Step', 
        'ActionOnFailure': 'CONTINUE', 
        'HadoopJarStep': { 
            'Jar': 'command-runner.jar', 
            'Args': [ 
                '/usr/bin/emrfs', 
                command, 
                bucket_url 
            ] 
        } 
    } 

    try: 
        response = emr_client.add_job_flow_steps( 
            JobFlowId=cluster_id, Steps=[job_flow_step]) 
        step_id = response['StepIds'][0] 
        print(f"Added step {step_id} to cluster {cluster_id}.") 
    except ClientError: 
        print(f"Couldn't add a step to cluster {cluster_id}.") 
        raise 
    else: 
        return step_id

def usage_demo(): 
    emr_client = boto3.client('emr') 
    # Assumes the first waiting cluster has EMRFS enabled and has created metadata 
    # with the default name of 'EmrFSMetadata'. 
    cluster = emr_client.list_clusters(ClusterStates=['WAITING'])['Clusters'][0] 
    add_emrfs_step( 
        'sync', 's3://elasticmapreduce/samples/cloudfront', cluster['Id'], emr_client)

if __name__ == '__main__': 
    usage_demo()

返された step_id 値を使用して、ログで操作の結果を確認できます。

Amazon S3 内の EMRFS データへのアクセスを許
可する

デフォルトでは、EC2 の EMR ロールが、Amazon S3 内の EMRFS データにアクセスする権限を決定しま
す。EMRFS 経由でリクエストを行うユーザーまたはグループに関係なく、このロールにアタッチされて
いる IAM ポリシーが適用されます。デフォルトは EMR_EC2_DefaultRole です。詳細については、「ク
ラスター EC2 インスタンスのサービスロール (EC2 インスタンスプロファイル)」を参照してください。

Amazon EMR リリースバージョン 5.10.0 からは、セキュリティ設定を使用して、EMRFS の IAM ロール
を指定できます。これにより、複数のユーザーを持つクラスターについて、Amazon S3 への EMRFS リク
エストの権限をカスタマイズできます。Amazon S3 内のプレフィックスに基づいて、異なるユーザーとグ
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ループ、および異なる Amazon S3 バケットの場所に対して、異なる IAM ロールを指定できます。EMRFS 
が Amazon S3 に対して、指定したユーザー、グループ、または場所と一致するリクエストを行うと、ク
ラスターは EC2 の EMR ロールの代わりに、ユーザーが指定した対応するロールを使用します。詳細につ
いては、「Amazon S3 への EMRFS リクエストの IAM ロールを設定する」を参照してください。

また、Amazon EMR ソリューションの要求が EMRFS の IAM ロールで提供される権限を超える場合、カ
スタムの認証情報プロバイダークラスを定義して Amazon S3 内の EMRFS データへのアクセス権限をカ
スタマイズできます。

Amazon S3 内の EMRFS データに対してカスタムの
認証情報プロバイダーを作成する
カスタム認証情報プロバイダーを作成するには、と Hadoop Configurable クラスを実装しま
す。AWSCredentialsProvider

この方法の詳細については、AWS Big Data Blog の「Securely analyze data from another AWS account 
with EMRFS」を参照してください。このブログ投稿には、IAM ロールの作成からクラスターの起動まで
end-to-end、そのプロセスを順を追って説明するチュートリアルが含まれています。また、カスタム認証
情報プロバイダークラスを実装する Java コードの例も提供しています。

基本的なステップは次のとおりです。

カスタム認証情報プロバイダーを指定するには

1. JAR ファイルとしてコンパイルされる、カスタム認証情報プロバイダークラスを作成します。
2. ブートストラップアクションとしてスクリプトを実行し、カスタム認証情報プロバイダーの JAR ファ

イルを、クラスターのマスターノードの /usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib の場所にコピーし
ます。ブートストラップアクションの詳細については、「(オプション) 追加のソフトウェアをインス
トールするためのブートストラップアクションの作成」を参照してください。

3. emrfs-site 分類をカスタマイズして、JAR ファイルで実装するクラスを指定します。アプリケー
ションをカスタマイズするための設定オブジェクトの指定に関する詳細は、「Amazon EMR リリース 
ガイド」の「アプリケーションの設定」を参照してください。

次の例では、共通設定パラメータを使って Hive クラスターを起動する create-cluster コマンドを
示しています。さらに次のものが含まれています。

• Amazon S3 の mybucket に保存されるスクリプト copy_jar_file.sh を実行するブートスト
ラップアクション。

• JAR ファイルで emrfs-site として定義されたカスタム認証情報プロバイダーを指定する
MyCustomCredentialsProvider 分類

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --applications Name=Hive \
--bootstrap-actions '[{"Path":"s3://mybucket/copy_jar_file.sh","Name":"Custom 
 action"}]' \
--ec2-attributes '{"KeyName":"MyKeyPair","InstanceProfile":"EMR_EC2_DefaultRole",\
"SubnetId":"subnet-xxxxxxxx","EmrManagedSlaveSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx",\
"EmrManagedMasterSecurityGroup":"sg-xxxxxxxx"}' \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 --enable-debugging --release-label emr-5.36.0 \
--log-uri 's3n://my-emr-log-bucket/' --name 'test-awscredentialsprovider-emrfs' \
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--instance-type=m5.xlarge --instance-count 3  \
--configurations '[{"Classification":"emrfs-site",\
"Properties":{"fs.s3.customAWSCredentialsProvider":"MyAWSCredentialsProviderWithUri"},\
"Configurations":[]}]'

デフォルトの AWS Security Token Service エンド
ポイントを管理する

EMRFS は AWS Security Token Service (STS) を使用して、AWS リソースにアクセスするための一時的
なセキュリティ認証情報を取得します。これまでの Amazon EMR リリースバージョンでは、すべての 
AWS STS リクエストが単一のグローバルエンドポイント https://sts.amazonaws.com に送信されま
す。Amazon EMR リリースバージョン 5.31.0 と 6.1.0 以降では、単一ではなく各リージョンの AWS STS 
エンドポイントにリクエストされます。これにより、待ち時間が短縮され、セッショントークンの有効性
が向上します。AWS STS エンドポイントに関する詳細は、「AWS Identity and Access Management ユー
ザーガイド」の「AWS リージョンでの AWS STS の管理」を参照してください。

Amazon EMR リリースバージョン 5.31.0 と 6.1.0 以降を使用すると、デフォルトの AWS STS エンドポイ
ントを上書きできます。そのためには、emrfs-site 設定 内の fs.s3.sts.endpoint プロパティを変
更する必要があります。

次の AWS CLI 例では、EMRFS が使用するデフォルトの AWS STS エンドポイントがグローバルエンドポ
イントに設定されます。

aws emr create-cluster --release-label <emr-5.33.0> --instance-type m5.xlarge \
--emrfs Args=[fs.s3.sts.endpoint=https://sts.amazonaws.com]

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

別の方法として、次の例を使用して JSON 設定ファイルを作成し、emr create-cluster の --
configurations 引数を使用してそのファイルを指定します。--configurations, の使用に関する詳
細は、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参照してください。

[ 
  { 
    "classification": "emrfs-site", 
    "properties": { 
      "fs.s3.sts.endpoint": "https://sts.amazonaws.com" 
    } 
  }
]

EMRFS プロパティを使用して Amazon S3 の暗号
化を指定する

Important

Amazon EMR リリースバージョン 4.8.0 から、セキュリティ設定を使用して、より簡単により
豊富なオプションで暗号化設定を適用できるようになりました。セキュリティ設定を使用する
ことをお勧めします。詳細については、「データ暗号化の設定」を参照してください。このセク
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ションで説明するコンソールの手順は、リリース 4.8.0 より前のリリースバージョンで使用でき
ます。AWS CLI を使用して、クラスター設定とそれ以降のバージョンのセキュリティ設定の両方
で Amazon S3 の暗号化を設定すると、セキュリティ設定がクラスター設定より優先されます。

クラスターを作成するときに、コンソールを使用するか、AWS CLI または EMR SDK 経由で emrfs-
site 分類プロパティを使用して、Amazon S3 内の EMRFS データのサーバー側の暗号化 (SSE) かクライ
アント側の暗号化 (CSE) を指定できます。Amazon S3 の SSE と CSE は相互排他的であるため、いずれ
かを選択できますが、両方は選択できません。

AWS CLI の手順については、使用する暗号化タイプに該当するセクションを以下で参照してください。

AWS Management Console を使用して EMRFS 暗号化オプションを指定するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選
択します。

3. 4.7.2 以前の [Release] を選択します。
4. アプリケーションに合わせて [Software and Steps] の他のオプションを選択し、[Next] を選択しま

す。
5. アプリケーションに合わせて、[Hardware] ペインおよび [General Cluster Settings] ペインで設定を選

択します。
6. [Security] ペインの [Authentication and encryption] で、使用する [S3 Encryption (with EMRFS)] オプ

ションを選択します。
Note

Amazon EMR リリースバージョン 4.4 以前を使用しているときは、[KMS Key Management 
を使用した S3 サーバー側の暗号化] (SSE-KMS) を使用できません。

• AWS Key Management を使用するオプションを選択する場合は、[AWS KMS キー ID] を選択しま
す。詳細については、「EMRFSAWS KMS keys 暗号化に使用する (p. 1556)」を参照してくださ
い。

• [S3 client-side encryption with custom materials provider] を選択した場合、[Class name] と [JAR 
location] に入力してください。詳細については、「Amazon S3 クライアント側暗号化 (p. 1558)」
を参照してください。

7. 必要に応じて、アプリケーションの他のオプションを選択し、[Create Cluster] を選択します。

EMRFSAWS KMS keys 暗号化に使用する
AWS KMS 暗号化キーは、Amazon EMR クラスターインスタンス、および EMRFS で使用する Amazon 
S3 バケットと同じリージョンに作成する必要があります。指定するキーが、クラスターの設定に使用する
アカウントとは異なるアカウントにある場合は、その ARN を使用してキーを指定する必要があります。

Amazon EC2 インスタンスプロファイルのロールには、指定する KMS キーを使用する権限が必要で
す。Amazon EMR 内のインスタンスプロファイルのデフォルトのロールは EMR_EC2_DefaultRole で
す。インスタンスプロファイルに別のロールを使用する場合、または Amazon S3 への EMRFS リクエス
トに IAM ロールを使用する場合は、必要に応じて各ロールがキーユーザーとして追加されていることを
確認してください。これにより、KMS キーを使用する権限がロールに付与されます。詳細については、
「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キーポリシーの使用」と、「Amazon S3 へ
の EMRFS リクエストの IAM ロールの設定」を参照してください。

を使用して、指定した KMS キーのキーユーザーのリストにインスタンスプロファイルまたは EC2 インス
タンスプロファイルを追加することも、やAWS SDK を使用して、該当するキーポリシーをアタッチする
こともできます。AWS Management ConsoleAWS CLI
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Amazon EMR は、対称 KMS キーのみをサポートします。非対称 KMS キーを使用して、Amazon EMR ク
ラスター内の保管中のデータを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対称かを判別するに
は、「対称および非対称 KMS キーを識別する」を参照してください。

以下の手順では、を使用して、キーユーザーEMR_EC2_DefaultRoleとしてデフォルトの Amazon 
EMR インスタンスプロファイルを追加する方法について説明しますAWS Management Console。KMS 
キーが既に作成されていることを前提としています。新しい KMS キーを作成するには、『AWS Key 
Management Service開発者ガイド』の「キーの作成」を参照してください。

暗号化キーユーザーのリストに Amazon EMR の EC2 インスタンスプロファイルを追加するには

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

2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
3. 変更する KMS キーエイリアスを選択します。
4. [Key Users] のキーの詳細ページで、[Add] を選択します。
5. [Add key users] ダイアログボックスで、適切なロールを選択します。デフォルトロールの名前は

EMR_EC2_DefaultRole です。
6. [Add] (追加) を選択します。

Amazon S3 のサーバー側の暗号化
Amazon S3 のサーバー側の暗号化をセットアップすると、Amazon S3 はデータをディスクに書き込むと
きにオブジェクトレベルで暗号化し、アクセスするときに復号します。SSE に関する詳細は、「Amazon 
Simple Storage Service ユーザーガイド」の「サーバー側の暗号化を使用したデータの保護」を参照して
ください。

Amazon EMR で SSE を指定するときに、次の 2 つの異なるキー管理システムから選択できます。

• SSE-S3 — Amazon S3 がキーを管理します。
• SSE-KMS —AWS KMS key を使用して、Amazon EMR に適したポリシーを設定します。Amazon EMR 

の主要な要件に関する詳細は、「暗号化に使用するAWS KMS keys」を参照してください。

SSE とお客様が用意したキーとの組み合わせ (SSE-C) は、Amazon EMR では使用できません。

AWS CLI を使用して有効な SSE-S3 でクラスターを作成する

• 次のコマンドを入力します。

aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier \
--instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --emrfs Encryption=ServerSide

fs.s3 を設定して SSE-S3 を有効にすることもできます。 enableServerSideemrfs-siteプロパティの暗
号化プロパティを true に設定します。以下の SSE-KMS の例を参照して、キー ID のプロパティを省略し
ます。

AWS CLI を使用して有効な SSE-KMS でクラスターを作成する

Note

SSE-KMS は、Amazon EMR リリースバージョン 4.5.0 以降でのみ使用できます。

• SSE-KMS を使用してクラスターを作成するには、AWS CLI次のコマンドを入力します。KkeyID
は、たとえば a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901 です。AWS KMS key
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aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3 \
--instance-type m5.xlarge --use-default-roles \
--emrfs Encryption=ServerSide,Args=[fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId=keyId]

--または--

emrfs-site 分類を使用して次の AWS CLI コマンドを入力し、以下の例の myConfig.json のよう
なコンテンツの設定 JSON ファイルを提供します。

aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier --instance-count 3 
 --instance-type m5.xlarge --applications Name=Hadoop --configurations file://
myConfig.json --use-default-roles

myConfig.json のサンプルコンテンツ:

[ 
  { 
    "Classification":"emrfs-site", 
    "Properties": { 
       "fs.s3.enableServerSideEncryption": "true", 
       "fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId":"a4567b8-9900-12ab-1234-123a45678901" 
    } 
  }
]

SSE-S3 と SSE-KMS の設定プロパティ
これらのプロパティは emrfs-site 設定分類を使用して設定できます。SSE-KMS は、Amazon EMR リ
リースバージョン 4.5.0 以降でのみ使用できます。

プロパティ デフォルト値 説明

fs.s3.enableServerSideEncryption false true に設定すると、Amazon S3 
に保存されたオブジェクトはサー
バー側の暗号化を使用して暗号化さ
れます。キーが指定されていない場
合、SSE-S3 が使用されます。

fs.s3.serverSideEncryption.kms.keyId n/a AWS KMS キー ID または ARN を
指定します。キーを指定した場
合、SSE-KMS が使用されます。

Amazon S3 クライアント側暗号化
Amazon S3 のクライアント側の暗号化を使用すると、Amazon S3 の暗号化と復号はクラスターの 
EMRFS クライアントで行われます。オブジェクトは Amazon S3 にアップロードされる前に暗号化され、
ダウンロード後に復号化されます。指定するプロバイダーが、クライアントが使用する暗号化キーを提供
します。クライアントは、によって提供されるキーAWS KMS (CSE-KMS)、またはクライアント側のルー
トキーを提供するカスタム Java クラス (CSE-C) を使用できます。CSE-KMS と CSE-C では、指定するプ
ロバイダーと、復号化または暗号化されるオブジェクトのメタデータに応じて、暗号化の仕様が少し異な
ります。これらの差異に関する詳細は、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「クライ
アント側の暗号化を使用したデータの保護」を参照してください。
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Note

Amazon S3 CSE では、Amazon S3 と交換される EMRFS データのみが暗号化されます。ク
ラスターインスタンスボリュームのすべてのデータが暗号化されるわけではありません。さら
に、Hue は EMRFS を使用しないため、Hue S3 ファイルブラウザが Amazon S3 に書き込むオブ
ジェクトは暗号化されません。

AWS CLI を使用して Amazon S3 内の EMRFS データに対して CSE-KMS を指定するには

• 次のコマンドを入力し、MyKMSKeyID を、使用する KMS キーのキー ID または ARN に置き換えま
す。

aws emr create-cluster --release-label emr-4.7.2 or earlier
--emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=KMS,KMSKeyId=MyKMSKeyId

カスタムキープロバイダーの作成
カスタムキープロバイダを作成するときに、アプリケーションは、AWS SDK for Javaバージョン 1.11.0
EncryptionMaterialsProvider 以降で使用できるインターフェイスを実装することが想定されています。実
装では、任意の戦略を使用して暗号化マテリアルを提供できます。例えば、静的暗号化マテリアルを提供
することも、より複雑な鍵管理システムと統合することも選択できます。

カスタム暗号化マテリアルに使用される暗号化アルゴリズムは、AES/GCM/ であることが必要です
NoPadding。

EncryptionMaterialsProvider クラスは、暗号化コンテキストによって暗号化マテリアルを取得しま
す。Amazon EMR は、呼び出し元が返す正しい暗号化マテリアルを判別しやすいように、実行時に暗号化
コンテキスト情報を設定します。

Example 例: EMRFS での Amazon S3 の暗号化にカスタムキープロバイダを使用する

Amazon EMREncryptionMaterialsProvider がクラスから暗号化マテリアルを取得して暗号化を行う場
合、EMRFS はオプションで materialsDescription 引数に、オブジェクトの Amazon S3 URI とクラスター
の 2 つのフィールドを設定します。EncryptionMaterialsProvider クラスはこれを使用して、暗号化マテリ
アルを選択的に返すことができます。 JobFlowId

たとえば、プロバイダは Amazon S3 URI プレフィックスごとに異なるキーを返すことができます。最
終的に Amazon S3 オブジェクトに保存されるのは、EMRFS によって生成され、プロバイダに渡される 
materialsDescription 値ではなく、返された暗号化マテリアルの記述です。Amazon S3 オブジェクトの復
号化中に、EncryptionMaterialsProvider 暗号化マテリアルの記述がクラスに渡されるため、オブジェクト
を複合するために一致するキーを再度選択的に返すことができます。

EncryptionMaterialsProvider 参照実装を次に示します。別のカスタムプロバイダである EMRFSRSA は
EncryptionMaterialsProvider、から入手できます GitHub。

import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterials;
import com.amazonaws.services.s3.model.EncryptionMaterialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3.model.KMSEncryptionMaterials;
import org.apache.hadoop.conf.Configurable;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import java.util.Map;

/** 
 * Provides KMSEncryptionMaterials according to Configuration 
 */
public class MyEncryptionMaterialsProviders implements EncryptionMaterialsProvider, 
 Configurable{ 
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  private Configuration conf; 
  private String kmsKeyId; 
  private EncryptionMaterials encryptionMaterials; 

  private void init() { 
    this.kmsKeyId = conf.get("my.kms.key.id"); 
    this.encryptionMaterials = new KMSEncryptionMaterials(kmsKeyId); 
  } 

  @Override 
  public void setConf(Configuration conf) { 
    this.conf = conf; 
    init(); 
  } 

  @Override 
  public Configuration getConf() { 
    return this.conf; 
  } 

  @Override 
  public void refresh() { 

  } 

  @Override 
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials(Map<String, String> 
 materialsDescription) { 
    return this.encryptionMaterials; 
  } 

  @Override 
  public EncryptionMaterials getEncryptionMaterials() { 
    return this.encryptionMaterials; 
  }
}

AWS CLI を使用してカスタムマテリアルプロバイダーを指定す
る
AWS CLI を使用するには、Encryption、ProviderType、CustomProviderClass、および
CustomProviderLocation の各引数を emrfs オプションに渡します。

aws emr create-cluster --instance-type m5.xlarge --release-label emr-4.7.2 or earlier
 --emrfs Encryption=ClientSide,ProviderType=Custom,CustomProviderLocation=s3://mybucket/
myfolder/provider.jar,CustomProviderClass=classname

Encryptionをに設定すると、ClientSideCustomProviderClassCustomProviderLocationク
ライアント側の暗号化が有効になり、 EncryptionMaterialsProvider オブジェクトの名前と、Amazon 
EMRCustomProviderClass がクラスター内の各ノードにコピーしてクラスパスに配置するローカルま
たは Amazon S3 の場所になります。

SDK を使用してカスタムマテリアルプロバイダーを指定する
SDK を使用するために、Amazon S3fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri
EncryptionMaterialsProvider に保存するカスタムクラスをクラスター内の各ノードにダウンロードするプ
ロパティを設定できます。これは、emrfs-site.xml ファイルで設定します。このとき、CSE を有効に
して、カスタムプロバイダーの適切な場所も指定します。

たとえば、AWS SDK for Javaを使用して RunJobFlowRequest、次のようになります。
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<snip> 
  Map<String,String> emrfsProperties = new HashMap<String,String>(); 
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uri","s3://mybucket/
MyCustomEncryptionMaterialsProvider.jar"); 
      emrfsProperties.put("fs.s3.cse.enabled","true"); 
      emrfsProperties.put("fs.s3.consistent","true"); 
      
 emrfsProperties.put("fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider","full.class.name.of.EncryptionMaterialsProvider"); 

  Configuration myEmrfsConfig = new Configuration() 
      .withClassification("emrfs-site") 
      .withProperties(emrfsProperties); 

  RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest() 
   .withName("Custom EncryptionMaterialsProvider") 
   .withReleaseLabel("emr-5.36.0") 
   .withApplications(myApp) 
   .withConfigurations(myEmrfsConfig) 
   .withServiceRole("EMR_DefaultRole_V2") 
   .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole") 
   .withLogUri("s3://myLogUri/") 
   .withInstances(new JobFlowInstancesConfig() 
    .withEc2KeyName("myEc2Key") 
    .withInstanceCount(2) 
    .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true) 
    .withMasterInstanceType("m5.xlarge") 
    .withSlaveInstanceType("m5.xlarge") 
   );       
      
  RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);
</snip>

EncryptionMaterialsProvider 引数付きのカスタム
プロバイダーに直接引数を渡す必要がある場合があります。これを行うには、プロパティとして定義され
たカスタム引数を持つ emrfs-site 設定分類を使用できます。設定例を次に示します。これは、ファイル
myConfig.json として保存されます。

[ 
    { 
      "Classification": "emrfs-site", 
      "Properties": { 
        "myProvider.arg1":"value1", 
     "myProvider.arg2":"value2" 
      } 
    } 
 ]

AWS CLI から create-cluster コマンドを使用することで、--configurations オプションを使用し
てファイルを指定できます (以下の図を参照)。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --instance-type m5.xlarge
 --instance-count 2 --configurations file://myConfig.json --emrfs 
 Encryption=ClientSide,CustomProviderLocation=s3://mybucket/myfolder/
myprovider.jar,CustomProviderClass=classname

EMRFS S3EC V2 サポートを設定する
S3 Java SDK リリース (1.11.837 以降) では、さまざまなセキュリティ機能拡張がある暗号化クライ
アントバージョン 2 (S3EC V2) がサポートされます。詳細については、S3 のブログ投稿「Updates to 
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the Amazon S3 encryption client」を参照してください。「AWS SDK for Java デベロッパーガイド」の
「Amazon S3 暗号化クライアントの移行」も参照してください。

下位互換性を保つため、暗号化クライアント V1 は SDK で引き続き使用できます。デフォルトでは、CSE 
が有効になっている場合、EMRFS は S3EC V1 を使用して S3 オブジェクトを暗号化および復号します。

S3EC V2 で暗号化された S3 オブジェクトは、リリースバージョンが emr-5.31.0 より前 (emr-5.30.1 以
前、emr-6.1.0 以前) の EMR クラスターでは、EMRFS によって復号化できません。

Example S3EC V2 を使用するように EMRFS を設定する

S3EC V2 を使用するように EMRFS を設定するには、次の設定を追加します。

{ 
  "Classification": "emrfs-site", 
  "Properties": { 
    "fs.s3.cse.encryptionV2.enabled": "true" 
  }
}

Amazon S3 クライアント側暗号化の emrfs-site.xml プロパ
ティ

プロパティ デフォルト値 説明

fs.s3.cse.enabled false true に設定すると、Amazon S3 
に保存された EMRFS オブジェク
トはクライアント側の暗号化を使用
して暗号化されます。

fs.s3.cse.encryptionV2.enabled false true に設定すると、EMRFS は S3 
暗号化クライアントバージョン 2 
を使用して S3 上のオブジェクトの
暗号化と復号化を行います。EMR 
バージョン 5.31.0 以降で使用でき
ます。

fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider.uriN/A カスタム暗号化マテリアル
を使用するときに適用されま
す。がある JAR の Amazon S3 
URI。EncryptionMaterialsProvider 
この URI を指定すると、Amazon 
EMR により JAR がクラスター内の
すべてのノードに自動的にダウン
ロードされます。

fs.s3.cse.encryptionMaterialsProvider N/A クライアント側の暗
号化で使用される
EncryptionMaterialsProvider
のクラスパス。CSE-
KMS を使用する場合
は、com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.cse.KMSEncryptionMaterialsProvider
を指定します。

fs.s3.cse.materialsDescription.enabled false に設定するとtrue、オブジェク
トの Amazon S3 URI を使用し
て、暗号化されたオブジェクトの 
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プロパティ デフォルト値 説明
materialsDescription が設定されま
す JobFlowId。カスタム暗号化マテ
リアルを使用するときは true に設
定します。

fs.s3.cse.kms.keyId N/A CSE-KMS を使用するときに適用
されます。暗号化に使用する KMS 
キーの KeyId、ARN、またはエイリ
アスの値。

fs.s3.cse.cryptoStorageMode ObjectMetadataAmazon S3 ストレージモード。デ
フォルトでは、暗号化情報の説明は
オブジェクトメタデータに保存され
ます。インストラクションファイル
に説明を保存することもできます。 
ObjectMetadata InstructionFile有効
な値はとです。詳細については、
「AWS SDK for Java と Amazon 
S3 でのクライアント側のデータ暗
号化」を参照してください。
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Delta Lake
Delta Lake は Amazon S3 で一般的に構築されるレイクハウスアーキテクチャ用のストレージレイヤーフ
レームワークです。Amazon EMR リリース 6.9.0 以降では、デルタレイクテーブルを含む Amazon EMR 
クラスターで Apache Spark 3.x を使用できます。デルタレイクのレイクハウスについて詳しくは、https:// 
delta.io/ をご覧ください。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Delta のバージョンと、Delta と共に
インストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Delta と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.10.0 の Delta バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Delta バージョン Delta でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Delta 2.2.0 Not available.

Delta Lake の紹介
Delta Lake は、一般的に Amazon S3 上に構築される最新のデータレイクアーキテクチャの実装を支援す
るオープンソースプロジェクトです。デルタレイクには次の機能があります。

• Spark でのアトミックで一貫性のある、分離された、耐久性の高い (ACID) トランザクション。Spark 
ジョブを実行している間、読者にはテーブルが一貫して表示されます。

• Spark による分散処理によるスケーラブルなメタデータ処理。
• ストリーミングとバッチのユースケースを同じ Delta テーブルで組み合わせます。
• スキーマの自動適用により、データ取り込み中の不正レコードを回避します。
• データバージョニングによるタイムトラベル。
• 変更データキャプチャ (CDC)、ストリーミングアップサートなどの複雑なユースケースのマージ、更

新、削除操作をサポートします。

Delta Lake がインストールされたクラスタを使用す
る

Spark では Delta Lake クラスターを使用する
Amazon EMR バージョン 6.9.0 以降では、ブートストラップアクションを必要とせずに Spark クラスター
で Delta Lake を使用できます。Amazon EMR リリース 6.8.0 以前では、ブートストラップアクションを使
用して必要な依存関係をプレインストールできます。

以下の例では、を使用して Amazon EMR Spark クラスターの Delta Lake と連携しています。AWS CLI
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Amazon EMR の Delta Lake をと組み合わせて使用するにはAWS Command Line Interface、まずクラス
ターを作成します。で Delta Lake 分類を指定する方法についてはAWS Command Line Interface、「AWS 
Command Line Interfaceクラスターの作成時にを使用して構成を指定する」または「クラスターを作成す
るときに Java SDK を使用して構成を提供する」を参照してください。

1. 次のコンテンツを含む configurations.json ファイルを作成します。

[{"Classification":"delta-defaults",  "Properties":{"delta.enabled":"true"} }]

2. 以下の設定でクラスターを作成し、例の Amazon S3bucket pathsubnet ID とを自分のものに置
き換えます。

aws emr create-cluster  
     --release-label  emr-6.9.0   
     --applications Name=Spark   
     --configurations file://delta_configurations.json    
     --region us-east-1   
     --name My_Spark_Delta_Cluster   
     --log-uri  s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/  
     --instance-type m5.xlarge   
     --instance-count 2    
     --service-role EMR_DefaultRole_V2   
     --ec2-attributes  
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0

または、以下のファイルを Spark ジョブの JAR 依存関係として Amazon EMR クラスターと Spark ア
プリケーションを作成することもできます。

/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar, 
    /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar,     
    /usr/share/aws/delta/lib/delta-storge-s3-dynamodb.jar

詳細については、「申請書の提出」を参照してください。

Spark ジョブに jar 依存関係を含めるには、Spark アプリケーションに次の設定プロパティを追加でき
ます。

--conf “spark.jars=/usr/share/aws/delta/lib/delta-core.jar, 
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage.jar, 
     /usr/share/aws/delta/lib/delta-storage-s3-dynamodb.jar"

Spark ジョブの依存関係について詳しくは、「依存関係管理」を参照してください。

Delta Lake の Spark セッションを初期化する
以下の例では、インタラクティブな Spark シェルを起動し、Spark EMR Notebooks を使用して Delta 
Lake を操作する方法を示しています。

spark-shell

1. SSH を使用してプライマリノードConnect。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの「SSH 
を使用してプライマリノードConnect する」を参照してください。

2. 以下のコマンドを入力して、Spark シェルを起動します。 PySpark シェルを使用するに
は、spark-shellに置き換えてくださいpyspark。

spark-shell \ 
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   --conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension" \ 
   --conf 
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"

spark-submit

1. SSH を使用してプライマリノードConnect。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの「SSH 
を使用してプライマリノードConnect する」を参照してください。

2. Delta Lake の Spark セッションを起動するには、次のコマンドを入力します。

spark-submit   
    —conf "spark.sql.extensions=io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension"  
    —conf 
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog"

EMR Studio notebooks

Amazon EMR Studio ノートブックで%%configureマジックコマンドを使用して Spark セッションを設
定します。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの「EMR ノートブックの魔法を使う」を参照
してください。

%%configure -f
{ 
  "conf": { 
    "spark.sql.extensions":  "io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension", 
     "spark.sql.catalog.spark_catalog":  
 "org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog" 
  }
}

Delta Lake テーブルへの書き込み
以下の例では、Delta Lake DataFrame データセットとしてを作成し、Delta Lake データセットとして記述
する方法を示しています。この例は、デフォルトの hadoop ユーザーとして SSH を使用してプライマリ
ノードに接続しているときに、Spark シェルでデータセットを操作する方法を示しています。

Note

コードサンプルを Spark シェルに貼り付けるには、:pasteプロンプトに入力し、例を貼り付けて
から、を押しますCTRL + D。

PySpark

Spark には Python ベースのシェルが含まれておりpyspark、これを使用して Python で記述された 
Spark プログラムのプロトタイプを作成できます。と同様にspark-shell、pysparkプライマリ
ノードで呼び出します。

## Create a DataFrame
data =  spark.createDataFrame([("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")],
["id", "creation_date",  "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string, creation_date string,  
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last_update_time string)
USING delta location
's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/db/delta_table'""");

data.writeTo("delta_table").append()

Scala

import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._ 
  
// Create a DataFrame
val data = Seq(("100",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:40.519832Z")).toDF("id", "creation_date",  
 "last_update_time")

// Write a DataFrame as a Delta Lake dataset to the S3  location
spark.sql("""CREATE  TABLE IF NOT EXISTS delta_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING delta location
's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/db/delta_table'""");

data.write.format("delta").mode("append").saveAsTable("delta_table")

SQL

-- Create a Delta  Lake table with the S3 location
CREATE TABLE delta_table(id string,
creation_date string,  
last_update_time string)
USING delta LOCATION
's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/db/delta_table';

-- insert data into the table
INSERT INTO delta_table VALUES  ("100", "2015-01-01",  "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101",  "2015-01-01",  "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103",  "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z");

Delta Lake テーブルを読み込む
PySpark

ddf = spark.table("delta_table")
ddf.show()

Scala

val ddf =  spark.table("delta_table")
ddf.show()

SQL

SELECT * FROM delta_table;
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DeltaAWS LakeクラスターをスパークとGlue で使用
AWSGlue カタログを Delta Lake テーブルのメタストアとして使用するには、以下の手順でクラスター
を作成します。を使用して Delta Lake 分類を指定する方法についてはAWS Command Line Interface、
「AWS Command Line Interfaceクラスターの作成時にを使用して構成を指定する」または「クラスターを
作成するときに Java SDK を使用して構成を提供する」を参照してください。

Delta Lake クラスターの作成

1. 次のコンテンツを含む configurations.json ファイルを作成します。

[{"Classification":"delta-defaults",   
"Properties":{"delta.enabled":"true"}},
{"Classification":"spark-hive-site",
"Properties":
{"hive.metastore.client.factory.class":"com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory"}}]

2. とを自分のものに置き換えて、subnet ID次の設定でクラスタを作成します。example Amazon S3 
bucket path

aws emr create-cluster  
    --release-label  emr-6.9.0   
    --applications Name=Spark   
    --configurations file://delta_configurations.json  
    --region us-east-1   
    --name My_Spark_Delta_Cluster   
    --log-uri   s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/  
    --instance-type m5.xlarge   
    --instance-count 2    
    --service-role EMR_DefaultRole_V2   
    --ec2-attributes  
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0

Trino で Delta Lake クラスターを使用する
Amazon EMR リリース 6.9.0 以降では、Trino クラスターで Delta Lake を使用できます。

このチュートリアルでは、を使用して Amazon EMR Trino クラスターの Delta Lake を操作します。AWS 
CLI

Delta Lake クラスターの作成

1. ファイルを作成しdelta_configurations.json、選択したカタログの値を設定します。たとえ
ば、Hive メタストアをカタログとして使用する場合、ファイルには次の内容が含まれている必要があ
ります。

[{"Classification":"delta-defaults",   
    "Properties":{"delta.enabled":"true"}},   
    {"Classification":"trino-connector-delta",   
    "Properties":{"hive.metastore.uri":"thrift://localhost:9083"}}]

AWSGlue Catalog をストアとして使用する場合、ファイルには次の内容が含まれている必要がありま
す。
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[{"Classification":"delta-defaults",   
    "Properties":{"delta.enabled":"true"}},   
    {"Classification":"trino-connector-delta",   
    "Properties":{"hive.metastore":"glue"}}]

2. とを自分のものに置き換えて、subnet ID次の設定でクラスタを作成します。example Amazon S3 
bucket path

aws emr create-cluster  
    --release-label emr-6.9.0    
    --applications Name=Trino   
    --configurations file://delta_configurations.json    
    --region us-east-1  --name My_Spark_Delta_Cluster   
    --log-uri   s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/  
    --instance-type m5.xlarge   
    --instance-count 2    
    --service-role EMR_DefaultRole_V2   
    --ec2-attributes  
 InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0

デルタレイクの Trino セッションを初期化
Trino セッションを初期化するには、次のコマンドを実行します

trino-cli --catalog delta

Delta Lake テーブルへの書き込み
次の SQL コマンドを使用してテーブルを作成して書き込みます。

SHOW SCHEMAS;

CREATE TABLE default.delta_table (id  int, data varchar, category varchar) WITH  
( location =   's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/<prefix>');

INSERT INTO default.delta_table VALUES  (1,'a','c1'), (2,'b','c2'), (3,'c','c3');
 

Delta Lake テーブルを読み込む
次の SQL コマンドを使用してテーブルから読み込みます。

SELECT * from default.delta_table;

考慮事項と制約事項
• パフォーマンス、セキュリティ、信頼性を最大限に高めるため、S3 ロケーションパスには s3a ではな

く s3 URI スキームを使用することをお勧めします。詳細については、「ストレージとファイルシステム
の操作」を参照してください。
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• Delta Lake テーブルデータが Amazon S3 に保存されている場合、NULL列データは列の名前変更操作後
に作成されます。Delta Lake では、カラムの名前変更操作が実験段階にあります。詳細については、列
の名前変更操作を参照してください。

Delta リリース履歴
次の表は、Amazon EMR のコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョン
については、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Delta バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Delta バージョン Delta と共にインストールされる
コンポーネント

emr-6.10.0 2.2.0 Not available.

emr 6.9.0 2.1.0 Not available.
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Apache Flink
Apache Flink はストリーミングデータフローエンジンで、これを使用して、高スループットのデータソー
スでリアルタイムのストリーム処理ができます。Flink は、イベントのイベントタイムセマンティクス、1 
回限りのセマンティクス、バックプレッシャー制御、ストリーミングアプリケーションとバッチアプリ
ケーションの両方の作成に最適化された API をサポートしています。 out-of-order

さらに Flink には、次のようなサードパーティーのデータソースへのコネクタがあります。

• Amazon Kinesis Data Streams
• Apache Kafka
• Flink Elasticsearch コネクタ
• Twitter ストリーミング API
• Cassandra

Amazon EMR では、クラスター内の他のアプリケーションと一緒にリソースを管理できるよう、YARN ア
プリケーションとして Flink をサポートしています。Flink を搭載した YARN では、一時的な Flink のジョ
ブを送信できます。あるいは、全体的な YARN 予約に従って複数のジョブを受け入れ、リソースを割り当
てる長期実行クラスターを作成することもできます。

Flink は、Amazon EMR リリースバージョン 5.1.0 以降に含まれています。

Note

Amazon EMR リリースバージョン 5.2.1 では FlinkKinesisConsumer クラスのサポートが追
加されました。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Flink のバージョンと、Amazon 
EMR で Flink と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Flink と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)を参照してください。

emr-6.10.0 の Flink バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Flink 1.16.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config, hudi

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Flink のバージョンと、Amazon 
EMR で Flink と共にインストールされるコンポーネントを示しています。
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このリリースで Flink と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、リリース 
5.36.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)を参照してください。

emr-5.36.0 の Flink バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.36.0 Flink 1.14.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

トピック
• Flink を使用してクラスターを作成する (p. 1572)
• Flink を設定する (p. 1573)
• Amazon EMR 内で Flink ジョブを操作する (p. 1577)
• Scala シェルを使用する (p. 1581)
• Flink ウェブインターフェイスを検索する (p. 1582)
• Flink リリース履歴 (p. 1583)

Flink を使用してクラスターを作成する
クラスターは、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS SDK を使用して起動できます。

コンソールを使用し、Flink がインストールされた状態でクラスターを起動するには

1. https://console.aws.amazon.com/emr で Amazon EMR コンソールを開きます。
2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選

択します。
3. [Software Configuration (ソフトウェア設定)] で、EMR Release emr-5.1.0 以降を選択します。
4. インストールする他のアプリケーションとともに、アプリケーションに [Flink] を選択します。
5. 必要に応じて他のオプションを選択し、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

AWS CLI を使用して Flink がインストールされたクラスターを起動するには

• 次のコマンドを使用してクラスターを作成します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \  
--ec2-attributes KeyName=MyKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
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--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args=flink-yarn-session,-d

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

Flink を設定する
Amazon EMR の Hive メタストアへの Flink の設定
Amazon EMR リリース 6.9.0 以降では、Hive メタストアとAWS Glue Catalog の両方がサポートさ
れ、Hive への Apache Flink コネクタが使用されています。このセクションでは、Flink でAWS Glue 
Catalog と Hive メタストアの設定を行う場合に必要なステップについて説明します。

Hive メタストアの使用
1. リリース 6.9.0 以降を使用して、HIVE と FLINK の 2 つ以上のアプリケーションを含む Amazon EMR 

クラスターを作成します。
2. スクリプトランナーを使用して、次のスクリプトをステップ関数として実行します。Amazon EMR ク

ラスターでコマンドとスクリプトを実行します。

hive-metastore-setupsh

sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib  
sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib  
sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib  
sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar  
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar  
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar
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AWSGlue カタログの使用
1. HIVE と FLINK の 2 つ以上のアプリケーションを含む EMR-6.9.0 クラスターを作成します。
2. EMR-6.9 クラスターを作成する際に、AWS Glue データカタログ設定で「Hive テーブルメタデータに

使用」を選択し、クラスターのデータカタログを有効にします。
3. スクリプトランナーを使用して、次のスクリプトをステップ関数として実行します。Amazon EMR ク

ラスターでコマンドとスクリプトを実行します。

glue-catalog-setupsh

sudo cp /usr/lib/hive/auxlib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar /usr/lib/flink/lib  
sudo cp /usr/lib/hive/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar /usr/lib/flink/lib  
sudo cp /usr/lib/hive/lib/hive-exec-3.1.3*.jar /lib/flink/lib  
sudo cp /usr/lib/hive/lib/libfb303-0.9.3.jar /lib/flink/lib  
sudo cp /usr/lib/flink/opt/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar /lib/flink/lib
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/aws-glue-datacatalog-hive3-client.jar  
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/antlr-runtime-3.5.2.jar  
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/hive-exec-3.1.3*.jar  
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/libfb303-0.9.3.jar
sudo chmod 755 /usr/lib/flink/lib/flink-connector-hive_2.12-1.15.2.jar

制限事項
Hive メタストアに Apache Flink コネクタを使用する際の制限と考慮事項の詳細については、Apache Flink 
ドキュメントの Apache Hive インテグレーションページを参照してください。

設定ファイルを使用した Flink の設定
設定ファイルを使用して Flink を設定します。たとえば、Flink の主となる設定ファイルは flink-
conf.yaml と呼ばれます。このファイルは、Amazon EMR 設定 API を使用して設定することができま
す。

AWS CLI を使用して Flink のタスクのスロット数を設定するには

1. 次のコンテンツを含む configurations.json ファイルを作成します。
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[ 
    { 
      "Classification": "flink-conf", 
      "Properties": { 
        "taskmanager.numberOfTaskSlots":"2" 
      } 
    }
]

2. 次に、次の設定でクラスターを作成します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \  
--ec2-attributes KeyName=YourKeyName,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole

Note

Flink API を使用して設定を変更することもできます。詳細については、Flink のドキュメントで
「Concepts (概念)」を確認してください。
Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタンスグループご
とに、クラスター設定を上書きして追加の設定分類を指定できます。これを行うには、Amazon 
EMR コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用します。
詳細については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照し
てください。

Parallelism オプション
アプリケーションの所有者は、どのリソースが Flink 内のタスクに割り当てられるべきかを最もよく知っ
ています。このドキュメントでは、例として、アプリケーション用に使っているスレーブインスタンス
と同じ数のタスクを使用します。一般的には、並列処理の最初の段階にこれをすすめていますが、タスク
スロットを使用して並列処理の粒度を高めることも可能です。こうすると、通常、インスタンスごとの仮
想コア数を超過することはありません。Flink のアーキテクチャの詳細については、Flink ドキュメントで
「Concepts (概念)」をご確認ください。

設定可能ファイル
現在、Amazon EMR 設定 API で設定可能なファイルは次のとおりです。

• flink-conf.yaml
• log4j.properties
• flink-log4j-session
• log4j-cli.properties

複数のマスターノードを持つ EMR クラスターでの Flink の設定
JobManager of Flink は、複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターのマスターノードフェ
イルオーバープロセス中も引き続き使用できます。Amazon EMR バージョン 5.28.0 以降、 JobManager 
高可用性も自動的に有効になります。手動設定は必要ありません。
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Amazon EMR バージョン 5.27.0 以前では、 JobManager は単一障害点です。 JobManager が失敗する
と、ジョブの状態はすべて失われ、実行中のジョブは再開されません。次の例に示すように、アプリケー
ションの試行回数、チェックポイントを設定し、Flink ZooKeeper のステートストレージとして有効にする
ことで、 JobManager 高可用性を実現できます。

[ 
  { 
    "Classification": "yarn-site", 
    "Properties": { 
      "yarn.resourcemanager.am.max-attempts": "10" 
    } 
  }, 
  { 
    "Classification": "flink-conf", 
    "Properties": { 
        "yarn.application-attempts": "10", 
        "high-availability": "zookeeper", 
        "high-availability.zookeeper.quorum": "%{hiera('hadoop::zk')}", 
        "high-availability.storageDir": "hdfs:///user/flink/recovery", 
        "high-availability.zookeeper.path.root": "/flink" 
    } 
  }
]

YARN の最大アプリケーションマスター試行回数と Flink のアプリケーション試行回数の両方を設定す
る必要があります。詳細については、「YARN クラスターの高可用性の設定」を参照してください。ま
た、Flink チェックポイントを設定して、 JobManager 再起動すると実行中のジョブが以前に完了した
チェックポイントから復元されるようにすることもできます。詳細については、「Flink のチェックポイン
ト」を参照してください。

メモリプロセスサイズの設定
Flink 1.11.x を使用する Amazon EMR バージョンでは、の () と JobManager 
(jobmanager.memory.process.size) TaskManager の両方の合計メモリプロセスサイズを設定する必
要がありますflink-conf.yaml。taskmanager.memory.process.sizeこれらの値を設定するには、
設定 API を使用してクラスターを設定するか、SSH を介してこれらのフィールドのコメントを手動で解除
します。Flink は以下のデフォルト値を提供します。

• jobmanager.memory.process.size: 1600m
• taskmanager.memory.process.size: 1728m

JVM メタスペースとオーバーヘッドを除外する場合は、の代わりに Flink の合計メモリメモリメモ
リメモリメモリメモリメモリメモリメモリメモリサイズ (taskmanager.memory.flink.size) 
を使用しますtaskmanager.memory.process.size。のデフォルト値は 
1280mtaskmanager.memory.process.size です。taskmanager.memory.process.size と
taskmanager.memory.process.size の両方を設定することはお勧めしません。

Flink 1.12.0 以降を使用するすべての Amazon EMR バージョンでは、Flink のオープンソースにリストされ
ているデフォルト値が Amazon EMR のデフォルト値として設定されているため、自分で設定する必要は
ありません。

ログ出力ファイルサイズの設定
Flink アプリケーションコンテナは、.out ファイル、.log ファイル、.err ファイルの 3 種類のロ
グファイルを作成して書き込みます。.err ファイルのみが圧縮されてファイルシステムから削除さ
れ、.log および .out ログファイルはファイルシステムに残ります。これらの出力ファイルを管理しや
すく、log4j.propertiesクラスターを安定させるために、ログローテーションを設定して、ファイルの
最大数を設定し、それらのサイズを制限できます。
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Amazon EMR バージョン 5.30.0 以降

Amazon EMR 5.30.0 以降、Flinkflink-log4j. は設定分類名の log4j2 ロギングフレームワークを使用し
ます。次の設定例は log4j2 形式を示しています。

[ 
  { 
    "Classification": "flink-log4j", 
    "Properties": { 
      "rootLogger.appenderRef.rolling.ref": "RollingFileAppender", 
      "appender.rolling.name": "RollingFileAppender", 
      "appender.rolling.type":"RollingFile", 
      "appender.rolling.append" : "false", 
      "appender.rolling.fileName" : "${sys:log.file}", 
      "appender.rolling.filePattern" : "${sys:log.file}.%i", 
      "appender.rolling.layout.type" : "PatternLayout", 
      "appender.rolling.layout.pattern" : "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p %-60c %x - %m
%n", 
      "appender.rolling.policies.type" : "Policies", 
      "appender.rolling.policies.size.type" : "SizeBasedTriggeringPolicy", 
      "appender.rolling.policies.size.size" : "100MB", 
      "appender.rolling.strategy.type" : "DefaultRolloverStrategy", 
      "appender.rolling.strategy.max" : "10" 
    }, 
  }
]

Amazon EMR バージョン 5.29.0 以前

Amazon EMR バージョン 5.29.0 以前では、Flink は log4j ロギングフレームワークを使用しています。次
の設定例は、log4j 形式を示しています。

[ 
  { 
    "Classification": "flink-log4j", 
    "Properties": { 
      "log4j.appender.file": "org.apache.log4j.RollingFileAppender", 
      "log4j.appender.file.append":"true", 
      # keep up to 4 files and each file size is limited to 100MB 
      "log4j.appender.file.MaxFileSize":"100MB", 
      "log4j.appender.file.MaxBackupIndex":4, 
      "log4j.appender.file.layout":"org.apache.log4j.PatternLayout", 
      "log4j.appender.file.layout.ConversionPattern":"%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p 
 %-60c %x - %m%n" 
    }, 
  }
]

Amazon EMR 内で Flink ジョブを操作する
Amazon EMR 上で Flink とやりとりするにはいくつかの方法があります。コンソール、 ResourceManager 
トラッキング UI にある Flink インターフェイスと、コマンドライン上です。これらはすべてで、Flink ア
プリケーションに JAR ファイルを送信して実行できます。送信されると、JAR ファイルは Flink によって
管理されるジョブになります。Flink JobManager セッションの Application Master デーモンをホストする 
YARN ノードに配置されており、Flink セッションの Application Master デーモンをホストします。

長期実行のクラスターまたは一時的なクラスターで、YARN ジョブとして Flink アプリケーションを実
行できます。長期実行のジョブでは、複数の Flink ジョブを Amazon EMR で実行する 1 つの Flink クラ
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スターに送信できます。一時的なクラスターで Flink ジョブを稼働する場合、Amazon EMR クラスター
は Flink アプリケーションを実行するために必要な時間のためだけに存在します。そのため、使用したリ
ソースと費やした時間に対してのみ課金されます。Amazon EMR AddSteps API オペレーションを使用
して、RunJobFlow オペレーションに対するステップの調整として、AWS CLI、add-steps、create-
cluster またはコマンドを介して Flink ジョブを送信できます。

長期実行のクラスターのステップとして、Flink YARN 
アプリケーションを起動します
複数のクライアントが YARN API オペレーションを介して作業を送信できる Flink アプリケーション
を起動するには、クラスターを作成するか、既存のクラスターに Flink アプリケーションを追加する必
要があります。新しいクラスターを作成する手順については、「Flink を使用してクラスターを作成す
る (p. 1572)」を参照してください。既存のクラスターで YARN セッションを開始するには、コンソー
ル、AWS CLI、Java SDK から次のステップに従います。

Note

Amazon EMR バージョン 5.5.0 では、実行を簡素化するための yarn-session.sh スクリプト
のラッパーとして、flink-yarn-session コマンドが追加されました。以前のバージョンの 
Amazon EMR を使用している場合は、コンソールの引数、または AWS CLI コマンドの Args を
bash -c "/usr/lib/flink/bin/yarn-session.sh -d" で置き換えます。

コンソールを使用して既存のクラスターで Flink ジョブを送信するには

既存のクラスターで flink-yarn-session コマンドを使って、Flink セッションを送信します。

1. https://console.aws.amazon.com/emr で Amazon EMR コンソールを開きます。
2. クラスターリストで、以前に起動したクラスターを選択します。
3. クラスターの詳細ページで、[Steps (ステップ)]、[Add Step (ステップの追加)] の順に選択します。
4. 以下のガイドラインを使ってパラメータを入力し、[Add (追加)] を選択します。

パラメータ 説明

ステップタイプ カスタム JAR

名前 ステップを識別するのに役立つ名前。たとえ
ば、<example-flink-step-name >。

Jar location command-runner.jar

引数 flink-yarn-session コマンドとアプリケー
ションに適切な引数。たとえば、flink-yarn-
session -d は、デタッチ状態 (-d) で、YARN 
クラスターで Flink セッションを開始します。引
数の詳細については、最新の Flink ドキュメント
の「YARN Setup (YARN の設定)」を参照してく
ださい。

AWS CLI を使用して Flink ジョブを既存のクラスターに送信するには

• add-stepsコマンドを使用して、長期実行クラスターに Flink ジョブを追加します。次のコマンド
例では、デタッチ状態 (-d) で、YARN クラスターで FlinkArgs="flink-yarn-session", "-
d" セッションを開始するように指定します。引数の詳細については、最新の Flink ドキュメントの
「YARN Setup (YARN の設定)」を参照してください。
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aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> --steps Type=CUSTOM_JAR,Name=<example-
flink-step-name>,Jar=command-runner.jar,Args="flink-yarn-session","-d"

長期実行クラスター上の既存の Flink アプリケーショ
ンに作業を送信する
長期実行クラスターに既存の Flink アプリケーションがある場合は、作業を送信するために、クラスター
の Flink アプリケーション ID を指定できます。アプリケーション ID を取得するには、AWS CLIまたは
YarnClientAPIyarn application -list オペレーションを使用して実行します。

$ yarn application -list
16/09/07 19:32:13 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at 
 ip-10-181-83-19.ec2.internal/10.181.83.19:8032
Total number of applications (application-types: [] and states: [SUBMITTED, ACCEPTED, 
 RUNNING]):1
Application-Id    Application-Name    Application-Type    User    Queue    State    Final-
State    Progress    Tracking-URL
application_1473169569237_0002    Flink session with 14 TaskManagers (detached)         
 Apache Flink     hadoop    default            RUNNING          UNDEFINED            100% 
 http://ip-10-136-154-194.ec2.internal:33089

この Flink セッションのアプリケーション ID は application_1473169569237_0002 です。これを使
用して、AWS CLI または SDK でアプリケーションに作業を送信できます。

Example SDK for Java

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>(); 
   
HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig() 
    .withJar("command-runner.jar") 
    .withArgs("flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yid", 
 "application_1473169569237_0002", "-yn", "2", "/usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar",  
      "--input", "s3://myBucket/pg11.txt", "--output", "s3://myBucket/alice2/"); 
   
StepConfig flinkRunWordCount = new StepConfig() 
  .withName("Flink add a wordcount step") 
  .withActionOnFailure("CONTINUE") 
  .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf); 
   
stepConfigs.add(flinkRunWordCount);  
   
AddJobFlowStepsResult res = emr.addJobFlowSteps(new AddJobFlowStepsRequest() 
   .withJobFlowId("myClusterId") 
   .withSteps(stepConfigs));

Example AWS CLI

aws emr add-steps --cluster-id <j-XXXXXXXX> \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=Flink_Submit_To_Long_Running,Jar=command-runner.jar,\
Args="flink","run","-m","yarn-cluster","-yid","application_1473169569237_0002",\
"/usr/lib/flink/examples/streaming/WordCount.jar",\
"--input","s3://myBucket/pg11.txt","--output","s3://myBucket/alice2/" \
--region <region-code> 
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一時的な Flink ジョブを送信する
次の例では Flink ジョブを実行する一時的なクラスターを起動し、完了時に終了します。

Example SDK for Java

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;

public class Main_test { 

 public static void main(String[] args) { 
  AWSCredentials credentials_profile = null;   
  try { 
   credentials_profile = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                    "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " + 
                    "Make sure that the credentials file exists and the profile name is 
 specified within it.", 
                    e); 
        } 
   
  AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard() 
   .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile)) 
   .withRegion(Regions.US_WEST_1) 
   .build(); 
         
  List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>(); 
     HadoopJarStepConfig flinkWordCountConf = new HadoopJarStepConfig() 
       .withJar("command-runner.jar") 
       .withArgs("bash","-c", "flink", "run", "-m", "yarn-cluster", "-yn", "2", "/usr/lib/
flink/examples/streaming/WordCount.jar", "--input", "s3://path/to/input-file.txt", "--
output", "s3://path/to/output/"); 
      
     StepConfig flinkRunWordCountStep = new StepConfig() 
       .withName("Flink add a wordcount step and terminate") 
       .withActionOnFailure("CONTINUE") 
       .withHadoopJarStep(flinkWordCountConf); 
      
     stepConfigs.add(flinkRunWordCountStep);  
      
     Application flink = new Application().withName("Flink"); 
      
     RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest() 
       .withName("flink-transient") 
       .withReleaseLabel("emr-5.20.0") 
       .withApplications(flink) 
       .withServiceRole("EMR_DefaultRole") 
       .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole") 
       .withLogUri("s3://path/to/my/logfiles") 
       .withInstances(new JobFlowInstancesConfig() 
           .withEc2KeyName("myEc2Key") 
           .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45") 
           .withInstanceCount(3) 
           .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(false) 
           .withMasterInstanceType("m4.large") 
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           .withSlaveInstanceType("m4.large")) 
       .withSteps(stepConfigs); 
      
     RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);   
  System.out.println("The cluster ID is " + result.toString()); 

 }

}

Example AWS CLI

Flink ジョブの完了時に終了する一時的なクラスターを作成するには、create-cluster サブコマンドを
使用します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.2.1 \
--name "Flink_Transient" \
--applications Name=Flink \
--configurations file://./configurations.json \
--region us-east-1 \
--log-uri s3://myLogUri \
--auto-terminate
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \  
--ec2-attributes KeyName=<YourKeyName>,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Jar=command-runner.jar,Name=Flink_Long_Running_Session,\
Args="bash","-c","\"flink run -m yarn-cluster /usr/lib/flink/examples/streaming/
WordCount.jar
--input s3://myBucket/pg11.txt --output s3://myBucket/alice/""

Scala シェルを使用する
現在、EMR クラスターの Flink Scala シェルは新規の YARN セッションを開始するためにのみ設定されて
います。次の手順に従って Scala シェルを使用できます。

マスターノードの Flink Scala シェルを使用する

1. 「SSH を使用してマスターノードに接続する」の説明に従って、SSH を使ってマスターノードにロ
グインします。

2. 次のように入力してシェルを開始します。

Amazon EMR バージョン 5.5.5.5.5.5.0 以降では、次のコマンドを使用して、Scala シェルの Yarn ク
ラスターを起動できます TaskManager。

% flink-scala-shell yarn 1

以前のバージョンの Amazon EMR では、以下を使用します。

% /usr/lib/flink/bin/start-scala-shell.sh yarn 1

これで Flink Scala を起動して、インタラクティブに Flink を使用できます。他のインターフェイスや
オプションと同様に、シェルから起動するタスクの数に応じて、例に使用されている -n オプション
の値を増やせます。

詳細については、Apache Flink の公式ドキュメントの「Scala REPL」を参照してください。
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Flink ウェブインターフェイスを検索する
Flink ウェブインターフェイスをホストする Flink アプリケーションに属する Application Master は、
ジョブとして JAR を送信するか、その他のジョブの現在のステータスを確認する代替の方法です。Flink 
ウェブインターフェイスは、実行中の Flink セッションがあるかぎりはアクティブです。長期実行 YARN 
ジョブが既にアクティブになっている場合は、「Amazon EMR 管理ガイド」の「SSH を使用してマス
ターノードConnect する」トピックの手順に従って、YARN に接続できます ResourceManager。たとえ
ば、SSH トンネルを設定し、ブラウザでプロキシを有効にした場合、EMR クラスターの詳細ページの 
[ ResourceManager 接続] で接続を選択します。

を見つけたら ResourceManager、Flink セッションをホストしている YARN アプリケーションを選択しま
す。[Tracking UI (UI 追跡)] 列でリンクを選択します。

Flink ウェブインターフェイスでは、設定を表示して、独自のカスタム JAR をジョブとして送信したり、
実行中のジョブをモニタリングしたりできます。
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Flink リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Flink のバージョンと、アプリケーションと共
にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンにつ
いては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Flink バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 1.16.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config, hudi

emr 6.9.0 1.15.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config, hudi

emr 6.8.0 1.15.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config, hudi

emr 6.7.0 1.14.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config, hudi

emr-5.36.0 1.14.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
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Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-6.0 1.14.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config, hudi

emr-5.35.0 1.14.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr 6.5.0 1.14.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config, hudi

emr-6.4.0 1.13.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config, hudi
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Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.3.1 1.12.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-6.3.0 1.12.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-6.2.1 1.11.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-6.2.0 1.11.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-6.1.1 1.11.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-6.1.0 1.11.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

EMR-5.34.0 1.13.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-5.33.1 1.12.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-5.33.0 1.12.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-5.32.1 1.11.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config
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emr-5.32.0 1.11.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-5.31.1 1.11.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-5.31.0 1.11.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client, flink-jobmanager-
config

emr-5.30.2 1.10.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.30.1 1.10.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-5.30.0 1.10.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.29.0 1.9.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.28.1 1.9.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.28.0 1.9.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.27.1 1.8.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-5.27.0 1.8.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.26.0 1.8.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.25.0 1.8.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.24.1 1.8.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.24.0 1.8.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-5.23.1 1.7.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.23.0 1.7.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.22.0 1.7.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.21.2 1.7.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.21.1 1.7.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-5.21.0 1.7.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.20.1 1.6.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.20.0 1.6.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.19.1 1.6.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.19.0 1.6.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-5.18.1 1.6.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.18.0 1.6.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.17.2 1.5.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.17.1 1.5.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.17.0 1.5.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-5.16.1 1.5.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.16.0 1.5.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.15.1 1.4.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.15.0 1.4.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.14.2 1.4.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-5.14.1 1.4.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.14.0 1.4.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.13.1 1.4.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.13.0 1.4.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.12.3 1.4.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-5.12.2 1.4.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.12.1 1.4.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.12.0 1.4.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.11.4 1.3.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.11.3 1.3.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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emr-5.11.2 1.3.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.11.1 1.3.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.11.0 1.3.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.10.1 1.3.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.10.0 1.3.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

1596



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Flink リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.9.1 1.3.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.9.0 1.3.2 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.8.3 1.3.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.8.2 1.3.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.8.1 1.3.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.8.0 1.3.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.7.1 1.3.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.7.0 1.3.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.6.1 1.2.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client

emr-5.6.0 1.2.1 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
flink-client
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Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.5.4 1.2.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.5.3 1.2.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.5.2 1.2.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.5.1 1.2.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.5.0 1.2.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.4.1 1.2.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

1599



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Flink リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.4.0 1.2.0 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.3.2 1.1.4 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.3.1 1.1.4 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.3.0 1.1.4 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.2.3 1.1.3 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.2.2 1.1.3 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client
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Amazon EMR リリースラベル Flink バージョン Flink でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.2.1 1.1.3 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.2.0 1.1.3 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.1.1 1.1.3 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client

emr-5.1.0 1.1.3 emrfs, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
flink-client
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Ganglia
Ganglia オープンソースプロジェクトは拡張可能な分散システムで、パフォーマンスへの影響を最小限
に抑えながら、クラスターやグリッドをモニタリングできるように設計されています。クラスターで 
Ganglia を有効にすると、レポートを生成し、クラスター全体のパフォーマンスを表示するだけでなく、
個別のノードインスタンスのパフォーマンスを調べることができます。また、Ganglia は、Hadoop および 
Spark メトリクスを取り込み、視覚化するように設定されています。Ganglia オープンソースプロジェク
トの詳細については、http://ganglia.info/ を参照してください。

ブラウザで Ganglia ウェブ UI を表示すると、クラスターのパフォーマンスの概要が表示されます。これら
のレポートには、クラスターのロード、メモリの使用状況、CPU 使用率、ネットワークトラフィックなど
がグラフで詳しく示されています。クラスターの統計情報の下には、クラスター内の個別のサーバーごと
にグラフがあります。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Ganglia のバージョンと、Amazon 
EMR で Ganglia と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Ganglia と共にインストールされるコンポーネントのバージョンバージョンバージョン
バージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバー
ジョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョ
ンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョン
バージョンバージョン (p. 2)

emr-6.0 の Ganglia バージョンemr-6.0 の Ganglia バージョンemr-6.

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 Ganglia 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Ganglia のバージョンと、Amazon 
EMR で Ganglia と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Ganglia と共にインストールされるコンポーネントのバージョンバージョンバージョン
バージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバー
ジョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョ
ンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョンバージョン
バージョンバージョンバージョンバージョン (p. 270)

emr-5.36.0 の Ganglia バージョンバージョンemr-5.36.0 の Ganglia バージョン

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.36.0 Ganglia 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

トピック
• Ganglia を使用したクラスターの作成 (p. 1603)
• Ganglia メトリクスを表示する (p. 1604)
• Ganglia での Hadoop と Spark のメトリクス (p. 1605)
• Ganglia リリース履歴 (p. 1605)

Ganglia を使用したクラスターの作成
コンソールを使用し、Ganglia でクラスターを作成するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
3. [Software configuration (ソフトウェア設定)] で、[All Applications (すべてのアプリケーション)]、[Core 

Hadoop]、または [Spark] を選択します。
4. 適切な設定でクラスターの作成を進めます。

AWS CLI を使用してクラスターに Ganglia を追加するには

AWS CLI で、create-cluster を --applications パラメータとともに使用して、Ganglia をクラス
ターに追加できます。--applications パラメータを使用して Ganglia のみを指定する場合、Ganglia 
が、インストールされる唯一のアプリケーションです。

• クラスターを作成するときに、次のコマンドを入力して Ganglia を追加し、myKey を EC2 キーペア
の名前に置き換えます。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Spark cluster with Ganglia" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Spark Name=Ganglia \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --use-default-roles

--instance-groups パラメータを使用せずにインスタンス数を指定すると、1 つのマスターノード
が起動され、残りのインスタンスはコアノードとして起動されます。すべてのノードで、コマンドで
指定したインスタンスタイプが使用されます。

1603

https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce
https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/whats-new-in-console.html#console-opt-in


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia メトリクスを表示する

Note

以前にデフォルトの EMR サービスロールと EC2 インスタンスプロファイルを作成して
いない場合は、「aws emr create-default-roles」と入力してそれらを作成してか
ら、create-cluster サブコマンドを入力します。

AWS CLI での Amazon EMR コマンドの使用の詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/cli/ 
latest/reference/emr」を参照してください。

Ganglia メトリクスを表示する
Ganglia には、ウェブベースのユーザーインターフェイスが用意されており、Ganglia が収集するメトリ
クスは、このインターフェイスを使用して表示できます。Amazon EMR で Ganglia を実行するとき、ウェ
ブインターフェイスはマスターノードで実行され、ポート転送を使用して表示できます。これは、SSH 
トンネルの作成とも呼ばれます。Amazon EMR のウェブインターフェイスの表示の詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「EMR クラスターでホストされているウェブインターフェイスの表示」
を参照してください。

Ganglia のウェブインターフェイスを表示するには

1. SSH を使用してマスターノードにトンネル接続し、安全な接続を確立します。マスターノードへの 
SSH トンネルの作成方法の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「オプション 2、パート 
1: 動的ポートフォワーディングを使用してマスターノードへの SSH トンネルをセットアップする」
を参照してください。

2. Firefox FoxyProxy 用プラグインなどのプロキシツールを備えたウェブブラウザをインストールし
て、*ec2*.amazonaws.com* タイプのドメイン用の SOCKS プロキシを作成します。詳細について
は、「Amazon EMR 管理ガイド」の「オプション 2、パート 2: マスターノードでホストされるウェ
ブサイトを表示するようにプロキシを設定する」を参照してください。

3. プロキシを設定して SSH 接続を開いた状態で、ブラウザウィンドウに http://master-public-dns-
name/ganglia/ を開いて Ganglia UI を表示できます。ここで、master-public-dns-nameは EMR 
クラスター内のマスターサーバーのパブリック DNS アドレスです。
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Ganglia での Hadoop と Spark のメトリクス
Ganglia は、各インスタンスに対して Hadoop メトリクスをレポートします。さまざまなタイプのメト
リックには、分散ファイルシステム (dfs.*)、Java 仮想マシン (jvm.*)、(mapred.*)、およびリモートプロ
シージャコール MapReduce (rpc.*) というカテゴリ別にプレフィックスが付けられています。

Spark や Hadoop などの YARN ベースの Ganglia メトリクスは、EMR リリースバージョン 4.4.0 および 
4.5.0 では使用できません。これらのメトリクスを使用するには、それ以降のバージョンを使用してくださ
い。

通常、Spark の Ganglia メトリクスには YARN アプリケーション ID および Spark DAGScheduler 用のプ
レフィックスがあります。したがって、プレフィックスは次の形式になります。

• DAGScheduler.*
• application_xxxxxxxxxx_xxxx.driver.*
• application_xxxxxxxxxx_xxxx.executor.*

Ganglia リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Ganglia のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Ganglia バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr 6.9.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr 6.8.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.7.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.36.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.35.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr 6.5.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.4.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.3.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.3.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.2.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.2.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.1.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.1.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.0.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-6.0.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

EMR-5.34.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.33.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.33.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.32.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.32.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.31.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.31.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.30.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.30.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.30.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.29.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.28.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.28.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.27.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.27.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.26.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.25.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.24.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.24.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.23.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.23.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.22.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.21.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.21.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.21.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.20.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.20.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.19.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.19.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.18.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.18.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.17.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.17.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.17.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.16.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.16.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.15.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.15.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.14.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.14.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.14.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.13.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.13.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.12.3 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.12.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.12.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.12.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.11.4 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.11.3 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.11.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.11.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.11.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.10.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.10.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.9.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.9.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.8.3 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.8.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.8.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.8.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver
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Ganglia リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.7.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.7.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.6.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.6.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, webserver

emr-5.5.4 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.5.3 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.5.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.5.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.5.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.4.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.4.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.3.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.3.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.3.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.2.3 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.2.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.2.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.2.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.1.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.1.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.0.3 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-5.0.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.9.6 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.9.5 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.9.4 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.9.3 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.9.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.9.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.8.5 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.8.4 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.8.3 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.8.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.8.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.7.4 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.7.2 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.7.1 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.7.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.6.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.5.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.4.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver

emr-4.3.0 3.7.2 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver
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Amazon EMR リリースラベル Ganglia バージョン Ganglia でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.2.0 3.6.0 emrfs, emr-goodies, ganglia-
monitor, ganglia-metadata-
collector, ganglia-web, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, webserver
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Apache Hadoop
Apache Hadoop はオープンソースの Java ソフトウェアフレームワークで、インスタンスクラスター
全体で大量のデータ処理をサポートします。インスタンス 1 つから数千個まで規模を問わずに動作しま
す。Hadoop は、や Tez MapReduce などのさまざまな処理モデルを使用して処理を複数のインスタンス
に分散します。また、HDFS と呼ばれる分散ファイルシステムを使用して複数のインスタンスにデータを
保存します。Hadoop はクラスター内の各インスタンスの稼働状況を監視し、1 つまたは複数のノードが
障害を起こしても自動的に復帰させます。このように、Hadoop は処理能力やストレージ性能を向上させ
るだけでなく、高い可用性も提供するものです。詳細については、Hadoop のドキュメントを参照してく
ださい。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Hadoop のバージョンと、Amazon 
EMR で Hadoop と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Hadoop と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」

emr-6.0 の Hadoop バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 Hadoop 3.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Hadoop のバージョンと、Amazon 
EMR で Hadoop と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Hadoop と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、リリース 
5.36.0 のコンポーネントバージョン 5.36.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)、

emr-5.36.0 の Hadoop バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.36.0 Hadoop 2.10.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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Hadoop の設定

Amazon EMR 5.18.0 以降では、Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用し、特定の Amazon 
EMR リリースで利用可能なライブラリおよび依存関係の正確なバージョンに対してジョブコードをビル
ドできます。詳細については、「Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用して依存関係を確認す
る (p. 1532)」を参照してください。

トピック
• Hadoop の設定 (p. 1631)
• Amazon EMR における HDFS での透過的暗号化 (p. 1783)
• Hadoop アプリケーションの作成または実行 (p. 1789)
• YARN コンテナの不均一なメモリアクセス認識を有効にする (p. 1797)
• Hadoop のバージョン履歴 (p. 1798)

Hadoop の設定
以下のセクションでは、Hadoop デーモン、タスク、および HDFS 用のデフォルトの設定を行います。

トピック
• Hadoop デーモン構成設定 (p. 1631)
• タスクの設定 (p. 1698)
• HDFS 構成 (p. 1782)

Hadoop デーモン構成設定
Hadoop デーモン設定は、クラスターノードが使用する EC2 インスタンスタイプよって異なります。以下
の表に、EC2 の各インスタンスタイプのデフォルトの設定を示します。

これらの設定をカスタマイズするには、hadoop-env 設定分類を使用します。詳細については、「アプリ
ケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

インスタンスタイプ
• c1 インスタンス (p. 1632)
• c3 インスタンス (p. 1633)
• c4 インスタンス (p. 1634)
• c5 インスタンス (p. 1636)
• c5a インスタンス (p. 1638)
• c5ad インスタンス (p. 1639)
• c5d インスタンス (p. 1641)
• c5n インスタンス (p. 1643)
• c6g インスタンス (p. 1644)
• c6gd インスタンス (p. 1646)
• c6gn インスタンス (p. 1648)
• cc2 インスタンス (p. 1650)
• cg1 インスタンス (p. 1650)
• cr1 インスタンス (p. 1650)
• d2 インスタンス (p. 1651)
• d3 インスタンス (p. 1652)
• d3en インスタンス (p. 1653)
• g2 インスタンス (p. 1655)
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• g3 インスタンス (p. 1655)
• g3s インスタンス (p. 1656)
• g4dn インスタンス (p. 1656)
• h1 インスタンス (p. 1658)
• hi1 インスタンス (p. 1659)
• hs1 インスタンス (p. 1659)
• i2 インスタンス (p. 1660)
• i3 インスタンス (p. 1661)
• i3en インスタンス (p. 1662)
• m1 インスタンス (p. 1664)
• m2 インスタンス (p. 1665)
• m3 インスタンス (p. 1666)
• m4 インスタンス (p. 1666)
• m5 インスタンス (p. 1668)
• m5a インスタンス (p. 1670)
• m5d インスタンス (p. 1672)
• m5zn インスタンス (p. 1674)
• m6g インスタンス (p. 1675)
• m6gd インスタンス (p. 1677)
• p2 インスタンス (p. 1679)
• p3 インスタンス (p. 1680)
• r3 インスタンス (p. 1681)
• r4 インスタンス (p. 1682)
• r5 インスタンス (p. 1683)
• r5a インスタンス (p. 1685)
• r5b インスタンス (p. 1687)
• r5d インスタンス (p. 1689)
• r5dn インスタンス (p. 1691)
• r6g インスタンス (p. 1693)
• r6gd インスタンス (p. 1695)
• z1d インスタンス (p. 1697)

c1 インスタンス
c1.medium

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 192

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 96

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 128

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE128

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 192

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 96
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c1.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 768

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 384

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 512

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE512

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 768

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

c3 インスタンス
c3.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2124

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2124

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2124

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2124

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 972

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 588

c3.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2396

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2396

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2396

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1740

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 757

c3.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2703

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2703
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2703

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3276

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1064

c3.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3317

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3317

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3317

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6348

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1679

c4 インスタンス
c4.large

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 1152

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 1152

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 1152

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE1152

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 576

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

c4.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2124

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2124

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2124

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 972
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パラメータ 値

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 588

c4.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2396

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2396

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2396

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1740

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 757

c4.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2703

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2703

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2703

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3276

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1064

c4.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3317

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3317

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3317

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6348

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1679
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c5 インスタンス
c5.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2252

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2252

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2252

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1024

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 614

c5.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2416

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2416

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2416

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1843

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 778

c5.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

c5.9xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3563

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3563

1636



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hadoop デーモン構成設定

パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3563

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 7577

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1925

c5.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4055

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4055

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4055

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 10035

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2416

c5.18xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 5038

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 5038

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE5038

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 14950

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3399

c5.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 6021

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 6021

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE6021

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19865

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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c5a インスタンス
c5a.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2124

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2124

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2124

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 972

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 588

c5a.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2401

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2124

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2401

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1766

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 762

c5a.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

c5a.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

c5a.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4055

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4055

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4055

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 10035

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2416

c5a.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

c5ad インスタンス
c5ad.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2124

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2124

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2124

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 972
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パラメータ 値

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 588

c5ad.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2401

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2401

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2401

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1766

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 762

c5ad.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

c5ad.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

c5ad.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3962
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パラメータ 値

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3962

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3962

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 9574

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2324

c5ad.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

c5ad.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 5836

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 5836

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE5836

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 18944

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

c5d インスタンス
c5d.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2252

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2252

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2252
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パラメータ 値

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1024

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 614

c5d.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2416

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2416

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2416

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1843

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 778

c5d.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

c5d.9xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3563

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3563

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3563

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 7577

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1925
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c5d.18xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 5038

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 5038

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE5038

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 14950

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3399

c5n インスタンス
c5n.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2304

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2304

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2304

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1280

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 665

c5n.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2519

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2519

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2519

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 2355

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 880

c5n.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2949

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2949
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2949

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 4505

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1310

c5n.9xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4055

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4055

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4055

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 10035

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2416

c5n.18xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 6021

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 6021

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE6021

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19865

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

c6g インスタンス
c6g.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2124

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2124

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2124

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 972
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パラメータ 値

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 588

c6g.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2104

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2104

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2401

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1766

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 762

c6g.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

c6n.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

c6g.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3962
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パラメータ 値

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3962

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3962

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 9574

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2324

c6g.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

c6gd インスタンス
c6gd.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2124

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2124

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2124

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 972

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 588

c6gd.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2401

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2401

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2401
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パラメータ 値

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1766

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 762

c6gd.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

c6gd.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

c6gd.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3962

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3962

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3962

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 9574

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2324
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c6gd.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

c6gn インスタンス
c6gn.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2124

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2124

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2124

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 972

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 588

c6gn.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2401

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2401

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2401

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1766

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 762

c6gn.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

c6gn.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

c6gn.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3962

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3962

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3962

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 9574

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2324

c6gn.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949
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cc2 インスタンス
cc2.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2048

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 1024

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 1536

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE1536

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12288

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

cg1 インスタンス
cg1.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2048

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 1024

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 1536

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE1536

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3840

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

cr1 インスタンス
cr1.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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d2 インスタンス
d2.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

d2.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

d2.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

d2.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7089

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

d3 インスタンス
d3.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

d3.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

d3.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697
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パラメータ 値

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

d3.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

d3en インスタンス
d3en.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2401

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2401

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2401

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1766

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 762

d3en.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075
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d3en.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

d3en.6xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3962

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3962

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3962

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 9574

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2324

d3en.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

d3en.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 5836

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 5836

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE5836
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パラメータ 値

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 18944

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

g2 インスタンス
g2.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 1536

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 1024

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 1024

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE1024

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 2304

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

g3 インスタンス
g3.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

g3.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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g3.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12083

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12083

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12083

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 50176

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

g3s インスタンス
g3s.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

g4dn インスタンス
g4dn.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2416

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2416

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2416

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1843

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 778

g4dn.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744
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パラメータ 値

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

g4dn.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

g4dn.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4710

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4710

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4710

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 13312

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3072

g4dn.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 6021

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 6021

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE6021

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19865

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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g4dn.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7331

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7331

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7331

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 26419

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

h1 インスタンス
h1.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

h1.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

h1.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4710

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4710
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4710

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 13312

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3072

h1.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7331

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7331

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7331

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 26419

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

hi1 インスタンス
hi1.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3328

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3328

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3328

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6400

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1689

hs1 インスタンス
hs1.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2048

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 1024

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 1536

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE1536
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パラメータ 値

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12288

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

i2 インスタンス
i2.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

i2.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

i2.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949
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i2.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

i3 インスタンス
i3.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

i3.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

i3.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

i3.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

i3.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12083

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12083

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE 

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12083

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

i3en インスタンス
i3en.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481
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パラメータ 値

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

i3en.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

i3en.3xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4055

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4055

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4055

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 10035

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2416

i3en.6xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 6021

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 6021

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE6021

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19865

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

i3en.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9953
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パラメータ 値

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9953

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9953

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 39526

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

i3en.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 17817

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 17817

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE17817

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 78848

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m1 インスタンス
m1.medium

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 384

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 192

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 256

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE256

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 384

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 192

m1.large

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 768

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 384

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 512

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE512
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パラメータ 値

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 768

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

m1.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 1024

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 512

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 768

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE1024

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 2304

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

m2 インスタンス
m2.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 1536

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 1024

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 1024

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE1024

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3072

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

m2.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 1536

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 1024

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 1024

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE1536

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6144

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384
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m2.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2048

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 1024

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 1536

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE1536

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12288

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 384

m3 インスタンス
m3.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2703

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2703

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2703

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3276

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1064

m4 インスタンス
m4.large

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2252

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2252

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2252

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1024

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 614

m4.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2416
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パラメータ 値

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2416

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2416

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 2048

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 778

m4.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

m4.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

m4.10xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 5365

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 5365

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE5365

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 16588

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3727

1667



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hadoop デーモン構成設定

m4.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7331

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7331

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7331

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 26419

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m5 インスタンス
m5.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2416

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2416

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2416

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1843

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 778

m5.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

m5.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

m5.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4710

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4710

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4710

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 13312

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3072

m5.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 6021

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 6021

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE6021

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19865

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m5.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7331

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7331

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7331

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 26419

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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m5.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9953

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9953

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9953

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 39526

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m5a インスタンス
m5a.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2416

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2416

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2416

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1843

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 778

m5a.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

m5a.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

m5a.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4710

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4710

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4710

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 13312

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3072

m5a.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 6021

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 6021

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE6021

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19865

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m5a.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7331

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7331

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7331

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 26419

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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m5a.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9953

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9953

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9953

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 39526

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m5d インスタンス
m5d.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2416

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2416

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2416

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1843

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 778

m5d.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

m5d.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

m5d.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4710

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4710

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4710

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 13312

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3072

m5d.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 6021

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 6021

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE6021

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19865

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m5d.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7331

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7331

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7331

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 26419

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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m5d.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9953

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9953

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9953

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 39526

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m5zn インスタンス
m5zn.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2396

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2396

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2396

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1740

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 7575

m5zn.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2396

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2713

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

m5zn.3xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3025

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3025
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3025

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 4889

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1387

m5zn.6xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3962

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3962

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3962

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 9574

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2324

m5zn.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 5836

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 5836

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE5836

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 18944

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m6g インスタンス
m6g.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2401

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2401

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2401

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1766
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パラメータ 値

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 762

m6g.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

m6g.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

m6g.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

m6g.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 5877
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パラメータ 値

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 5877

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE5877

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19148

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m6g.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

m6gd インスタンス
m6gd.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2401

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2401

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2401

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 1766

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 762

m6gd.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713
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パラメータ 値

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

m6gd.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

m6gd.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

m6gd.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 5877

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 5877

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE5877

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19148

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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m6gd.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

p2 インスタンス
p2.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

p2.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12083

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12083

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12083

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 50176

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

p2.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 17080

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 17080
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE17080

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 75161

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

p3 インスタンス
p3.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

p3.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

p3.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190
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パラメータ 値

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r3 インスタンス
r3.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

r3.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

r3.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949
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r3.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r4 インスタンス
Note

R4 インスタンスは、バージョン 5.4.0 以降でのみ利用できます。

r4.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

r4.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

r4.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587
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パラメータ 値

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

r4.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r4.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12083

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12083

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12083

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 50176

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5 インスタンス
r5.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744
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パラメータ 値

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

r5.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

r5.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4710

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4710

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4710

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 13312

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3072

r5.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7331

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7331

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7331

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 26419

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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r5.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9953

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9953

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9953

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 39526

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12574

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12574

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12574

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 52633

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 17817

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 17817

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE17817

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 78848

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5a インスタンス
r5a.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

r5a.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

r5a.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4710

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4710

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4710

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 13312

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3072

r5a.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7331

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7331

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7331

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 26419

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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r5a.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9953

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9953

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9953

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 39526

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5a.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12574

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12574

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12574

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 52633

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5a.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 17817

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 17817

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE17817

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 78848

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5b インスタンス
r5b.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

r5b.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

r5b.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

r5b.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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r5b.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9584

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9584

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9584

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 37683

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5b.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12083

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12083

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12083

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 50176

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5b.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 17080

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 17080

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE17080

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 75161

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5d インスタンス
r5d.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

r5d.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

r5d.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4710

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4710

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4710

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 13312

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 3072

r5d.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7331

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7331

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7331

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 26419

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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r5d.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9953

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9953

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9953

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 39526

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5d.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12574

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12574

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12574

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 52633

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5d.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 17817

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 17817

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE17817

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 78848

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5dn インスタンス
r5dn.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

r5dn.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

r5dn.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

r5dn.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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r5dn.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9584

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9584

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9584

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 37683

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5dn.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9584

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12083

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 12083

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12083

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 50176

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r5dn.24xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 17080

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 17080

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE17080

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 75161

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r6g インスタンス
r6g.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2713

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2713
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2713

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3328

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1075

r6g.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

r6g.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

r6g.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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r6g.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9584

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9584

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9584

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 37683

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r6g.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12083

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12083

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12083

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 50176

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r6gd インスタンス
r6gd.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12083

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12083

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12083

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 50176

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r6gd.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3338

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3338
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3338

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6451

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1699

r6gd.4xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4587

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4587

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4587

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 12697

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2949

r6gd.8xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 7086

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 7086

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE7086

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 25190

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

r6gd.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9584

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9584

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9584

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 37683

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096
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r6gd.16xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 12083

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 12083

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE12083

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 50176

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

z1d インスタンス
z1d.xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 2744

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 2744

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE2744

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 3481

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1105

z1d.2xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 3399

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 3399

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE3399

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 6758

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 1761

z1d.3xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 4055

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 4055
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パラメータ 値

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE4055

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 10035

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 2416

z1d.6xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 6021

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 6021

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE6021

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 19865

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

z1d.12xlarge

パラメータ 値

YARN_RESOURCEMANAGER_HEAPSIZE 9953

YARN_PROXYSERVER_HEAPSIZE 9953

YARN_NODEMANAGER_HEAPSIZE 2048

HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE9953

HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE 39526

HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE 4096

タスクの設定
設定変数を設定して、 MapReduceジョブのパフォーマンスを調整できます。このセクションでは、重要
な設定のデフォルト値を提供します。デフォルト値は、クラスターで使用されるノードの EC2 インスタン
スタイプにより異なります。HBase は Amazon EMR リリースバージョン 4.6.0 以降を使用するときに使
用できます。HBase がインストールされているときは、別のデフォルトが使用されます。これらの値は、
初期のデフォルトと共に示します。

Hadoop 2 は 2 つのパラメータ、mapreduce.map.java.opts および
mapreduce.reduce.java.opts を使用して、マップとリデュース JVM のメモリをそ
れぞれ設定します。これらのパラメータは、Hadoop バージョンの 1 つの設定オプション 
(mapreduce.map.java.opts) に置き換わります。

同様に、Hadoop 2.7.2 以降では mapred.job.jvm.num.tasks が
mapred.job.reuse.jvm.num.tasks に置き換わります。Amazon EMR では、EC2 インスタンスタイ
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プにかかわらず、この値を 20 に設定します。mapred-site 設定分類を使用して、この設定を上書きで
きます。-1 の値を設定すると、JVM を単一のジョブ内の無限のタスクで再利用でき、1 の値は、新しい 
JVM が各タスクにスポーンされることを示します。

たとえば、mapred.job.jvm.num.tasks の値を -1 に設定すると、次の内容でファイルを作成すること
ができます。

[ 
    { 
      "Classification": "mapred-site", 
      "Properties": { 
        "mapred.job.jvm.num.tasks": "-1" 
      } 
    } 
  ]

AWS CLI から create-cluster または modify-instance-groups コマンドを使用すると、JSON 設
定ファイルを参照できます。次の例では、設定ファイルは myConfig.json として保存され、Amazon S3 
に格納されます。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3 --applications Name=Hadoop --configurations https://s3.amazonaws.com/
mybucket/myfolder/myConfig.json \
--use-default-roles 
             

同様に、mapred-site 設定分類を使用して、以下のデフォルト値を変更することができ、単一の JSON 
ファイルを使用して、複数の値と複数の設定分類を設定できます。詳細については、「アプリケーション
の設定 (p. 1515)」を参照してください。

Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタンスグループごとに、ク
ラスター設定を上書きして追加の設定分類を指定できます。これを行うには、Amazon EMR コンソー
ル、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用します。詳細については、「実
行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照してください。

タスクの構成設定のデフォルト値
インスタンスタイプ

• c1 インスタンス (p. 1700)
• c3 インスタンス (p. 1701)
• c4 インスタンス (p. 1703)
• c5 インスタンス (p. 1705)
• c5a インスタンス (p. 1707)
• c5ad インスタンス (p. 1710)
• c5d インスタンス (p. 1712)
• c5n インスタンス (p. 1714)
• c6g インスタンス (p. 1716)
• c6gd インスタンス (p. 1718)
• c6gn インスタンス (p. 1720)
• cc2 インスタンス (p. 1722)
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• cg1 インスタンス (p. 1723)
• cr1 インスタンス (p. 1723)
• d2 インスタンス (p. 1723)
• d3 インスタンス (p. 1725)
• d3en インスタンス (p. 1725)
• g2 インスタンス (p. 1729)
• g3 インスタンス (p. 1729)
• g3s インスタンス (p. 1730)
• g4dn インスタンス (p. 1731)
• hi1 インスタンス (p. 1733)
• hs1 インスタンス (p. 1733)
• i2 インスタンス (p. 1734)
• i3 インスタンス (p. 1735)
• i3en インスタンス (p. 1737)
• m1 インスタンス (p. 1739)
• m2 インスタンス (p. 1740)
• m3 インスタンス (p. 1742)
• m4 インスタンス (p. 1742)
• m5 インスタンス (p. 1744)
• m5a インスタンス (p. 1747)
• m5d インスタンス (p. 1749)
• m5zn インスタンス (p. 1752)
• m6g インスタンス (p. 1754)
• m6gd インスタンス (p. 1756)
• p2 インスタンス (p. 1758)
• p3 インスタンス (p. 1759)
• r3 インスタンス (p. 1760)
• r4 インスタンス (p. 1762)
• r5 インスタンス (p. 1764)
• r5a インスタンス (p. 1766)
• r5b インスタンス (p. 1769)
• r5d インスタンス (p. 1771)
• r5dn インスタンス (p. 1774)
• r6g インスタンス (p. 1776)
• r6gd インスタンス (p. 1778)
• z1d インスタンス (p. 1780)

c1 インスタンス

c1.medium

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx288m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx288m

mapreduce.map.memory.mb 512
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.memory.mb 512

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 512

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 256

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 512

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 1024

c1.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx864m -Xmx864m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx1536m -Xmx1536m

mapreduce.map.memory.mb 1024 1024

mapreduce.reduce.memory.mb 2048 2048

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2048 2048

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

2048 2560

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 5120 2560

c3 インスタンス

c3.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1126m -Xmx1126m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2252m -Xmx2252m

mapreduce.map.memory.mb 1408 1408

mapreduce.reduce.memory.mb 2816 2816

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2816 2816

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

5632 2816

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 5632 2816
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c3.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1152m -Xmx1152m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1440 1440

mapreduce.reduce.memory.mb 2880 2880

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2880 2880

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

11520 5760

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11520 5760

c3.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1152m -Xmx1152m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1440 1440

mapreduce.reduce.memory.mb 2880 2880

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2880 2880

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

23040 11520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23040 11520

c3.8xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1331m -Xmx1331m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2662m -Xmx2662m

mapreduce.map.memory.mb 1664 1664

mapreduce.reduce.memory.mb 3328 3328

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3328 3328
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

53248 26624

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 53248 26624

c4 インスタンス

c4.large

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx717m -Xmx717m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx1434m -Xmx1434m

mapreduce.map.memory.mb 896 896

mapreduce.reduce.memory.mb 1792 1792

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 1792 1792

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

1792 896

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 1792 896

c4.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1126m -Xmx1126m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2253m -Xmx2253m

mapreduce.map.memory.mb 1408 1408

mapreduce.reduce.memory.mb 2816 2816

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2816 2816

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

5632 2816

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 5632 2816
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c4.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1152m -Xmx1152m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1440 1440

mapreduce.reduce.memory.mb 2880 2880

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2880 2880

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

11520 5760

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11520 5760

c4.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1152m -Xmx1152m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1440 1440

mapreduce.reduce.memory.mb 2880 2880

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2880 2880

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

23040 11520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23040 11520

c4.8xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1183m -Xmx1183m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2366m -Xmx2366m

mapreduce.map.memory.mb 1479 1479

mapreduce.reduce.memory.mb 2958 2958

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2958 2958
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

53248 26624

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 53248 26624

c5 インスタンス

c5.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1229m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.map.memory.mb 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 3072

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3072

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 6144

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 6144

c5.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1229m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.map.memory.mb 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 3072

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3072

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 12288

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 12288

c5.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1229m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.map.memory.mb 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 3072

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3072

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

c5.9xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1456m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2912m

mapreduce.map.memory.mb 1820

mapreduce.reduce.memory.mb 3640

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3640

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 65536

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 65536

c5.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1502m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3004m

mapreduce.map.memory.mb 1877

mapreduce.reduce.memory.mb 3754

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3754

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 90112

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 90112
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c5.18xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1547m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3094m

mapreduce.map.memory.mb 1934

mapreduce.reduce.memory.mb 3868

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3868

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 139264

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 139264

c5.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1570m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3140m

mapreduce.map.memory.mb 1963

mapreduce.reduce.memory.mb 3926

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3926

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 188416

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 188416

c5a インスタンス

c5a.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1126m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2252m

mapreduce.map.memory.mb 1408

mapreduce.reduce.memory.mb 2816

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2816

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 5632
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設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 5632

c5a.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.map.memory.mb 1464

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11712

c5a.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.map.memory.mb 1464

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

c5a.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1357m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2714m

mapreduce.map.memory.mb 1696

mapreduce.reduce.memory.mb 3392

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3392

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

c5a.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1502m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3004m

mapreduce.map.memory.mb 1877

mapreduce.reduce.memory.mb 3754

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3754

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 90112

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 90112

c5a.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1459m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3004m

mapreduce.map.memory.mb 1824

mapreduce.reduce.memory.mb 3648

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3648

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

c5a.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1494m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2988m

mapreduce.map.memory.mb 1867

mapreduce.reduce.memory.mb 3734

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3734
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 179200

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 179200

c5ad インスタンス

c5ad.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1126m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2252m

mapreduce.map.memory.mb 1408

mapreduce.reduce.memory.mb 2816

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2816

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 5632

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 5632

c5ad.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.map.memory.mb 1464

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11712

c5ad.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.memory.mb 1464

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

c5ad.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1357m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2714m

mapreduce.map.memory.mb 1696

mapreduce.reduce.memory.mb 3392

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3392

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

c5ad.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1425m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx1425m

mapreduce.map.memory.mb 1781

mapreduce.reduce.memory.mb 3562

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3562

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 85504

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 85504

c5ad.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1459m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2918m

mapreduce.map.memory.mb 1824

mapreduce.reduce.memory.mb 3648

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3648

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

c5ad.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1494m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2988m

mapreduce.map.memory.mb 1867

mapreduce.reduce.memory.mb 3734

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3734

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 179200

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 179200

c5d インスタンス

c5d.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1229m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.map.memory.mb 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 3072

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3072

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 6144

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 6144
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c5d.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1229m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.map.memory.mb 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 3072

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3072

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 12288

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 12288

c5d.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1229m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.map.memory.mb 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 3072

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3072

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

c5d.9xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1456m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2912m

mapreduce.map.memory.mb 1820

mapreduce.reduce.memory.mb 3640

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3640

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 65536

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 65536
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c5d.18xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1547m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3094m

mapreduce.map.memory.mb 1934

mapreduce.reduce.memory.mb 3868

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3868

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 139264

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 139264

c5n インスタンス

c5n.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1613m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3226m

mapreduce.map.memory.mb 2016

mapreduce.reduce.memory.mb 4032

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 4032

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 8064

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 8064

c5n.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1613m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3226m

mapreduce.map.memory.mb 2016

mapreduce.reduce.memory.mb 4032

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 4032

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 16128

1714



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
タスクの設定

設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 16128

c5n.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1741m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3482m

mapreduce.map.memory.mb 2176

mapreduce.reduce.memory.mb 4352

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 4352

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 34816

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 34816

c5n.9xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2002m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4004m

mapreduce.map.memory.mb 2503

mapreduce.reduce.memory.mb 5006

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5006

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 90112

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 90112

c5n.18xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2094m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4188m

mapreduce.map.memory.mb 2617

mapreduce.reduce.memory.mb 5234

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5234

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 188416

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 188416

c6g インスタンス

c6g.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1126

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2252m

mapreduce.map.memory.mb 1408

mapreduce.reduce.memory.mb 2816

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2816

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 5632

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 5632

c6g.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.map.memory.mb 1464

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11712

c6g.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.map.memory.mb 1464
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

c6g.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1375m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2714m

mapreduce.map.memory.mb 1696

mapreduce.reduce.memory.mb 3392

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3392

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

c6g.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1425m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2850m

mapreduce.map.memory.mb 1781

mapreduce.reduce.memory.mb 3562

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3562

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 85504

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 85504

c6g.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1459m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2918m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.memory.mb 1824

mapreduce.reduce.memory.mb 3648

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3648

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

c6gd インスタンス

c6gd.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1126m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2252m

mapreduce.map.memory.mb 1408

mapreduce.reduce.memory.mb 2816

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2816

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 5632

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 5632

c6gd.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.map.memory.mb 1464

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11712
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c6gd.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.map.memory.mb 1464

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

c6gd.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1357m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2714m

mapreduce.map.memory.mb 1696

mapreduce.reduce.memory.mb 3392

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3392

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

c6gd.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1425m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2850m

mapreduce.map.memory.mb 1781

mapreduce.reduce.memory.mb 3562

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3562

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 85504

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 85504
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c6gd.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1459m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2918m

mapreduce.map.memory.mb 1824

mapreduce.reduce.memory.mb 3648

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3648

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

c6gn インスタンス

c6gn.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1126m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2252m

mapreduce.map.memory.mb 1408

mapreduce.reduce.memory.mb 2816

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2816

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 5632

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 5632

c6gn.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.map.memory.mb 1464

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11712
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設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11712

c6gn.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1171m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.map.memory.mb 1464

mapreduce.reduce.memory.mb 2928

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2928

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

c6gn.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1357m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2714m

mapreduce.map.memory.mb 1696

mapreduce.reduce.memory.mb 3392

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3392

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

c6gn.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1425m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2850m

mapreduce.map.memory.mb 1781

mapreduce.reduce.memory.mb 3562

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3562

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 85504

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 85504

c6gn.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1459m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2918m

mapreduce.map.memory.mb 1824

mapreduce.reduce.memory.mb 3648

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3648

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

cc2 インスタンス

cc2.8xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1280m -Xmx1280m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1536 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 2560 2560

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2560 2560

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

56320 28160

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 56320 28160
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cg1 インスタンス

cg1.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1280m -Xmx1280m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1536 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 2560 2560

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2560 2560

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

5120 10240

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 20480 10240

cr1 インスタンス

cr1.8xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12084m -Xmx12084m

mapreduce.map.memory.mb 7552 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

241664 211456

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664 211456

d2 インスタンス

d2.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2342m -Xmx2342m
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4685m -Xmx4685m

mapreduce.map.memory.mb 2928 2928

mapreduce.reduce.memory.mb 5856 5856

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5856 5856

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

23424 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424 11712

d2.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2714m -Xmx2714m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5428m -Xmx5428m

mapreduce.map.memory.mb 3392 3392

mapreduce.reduce.memory.mb 6784 6784

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6784 6784

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

54272 27136

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272 27136

d2.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2918m -Xmx2918m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5836m -Xmx5836m

mapreduce.map.memory.mb 3648 3648

mapreduce.reduce.memory.mb 7296 7296

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7296 7296

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

116736 87552

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736 87552

d2.8xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2417m -Xmx2417m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4384m -Xmx4834m

mapreduce.map.memory.mb 3021 3021

mapreduce.reduce.memory.mb 6042 6042

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6042 6042

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

241664 211470

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664 211470

d3 インスタンス

d3.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4685m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9370m

mapreduce.map.memory.mb 5856

mapreduce.reduce.memory.mb 11712

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 11712

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

d3.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5427m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx10854m

mapreduce.map.memory.mb 6784

mapreduce.reduce.memory.mb 13568

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 13568

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

d3.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5837m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11674m

mapreduce.map.memory.mb 7296

mapreduce.reduce.memory.mb 14592

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14592

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

d3.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12084m

mapreduce.map.memory.mb 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664
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d3en インスタンス

d3en.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4684m

mapreduce.map.memory.mb 2928

mapreduce.reduce.memory.mb 5856

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5856

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11712

d3en.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4684m

mapreduce.map.memory.mb 2928

mapreduce.reduce.memory.mb 5856

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5856

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

d3en.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2714m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5428m

mapreduce.map.memory.mb 3392

mapreduce.reduce.memory.mb 6784

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6784

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272
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設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

d3en.6xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2850m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5700m

mapreduce.map.memory.mb 3563

mapreduce.reduce.memory.mb 7126

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7126

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 85504

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 85504

d3en.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2918m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5700m

mapreduce.map.memory.mb 3648

mapreduce.reduce.memory.mb 7296

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7296

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

d3en.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2918m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5700m

mapreduce.map.memory.mb 3733

mapreduce.reduce.memory.mb 7466

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7466

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

1728



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
タスクの設定

設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 179200

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 179200

g2 インスタンス

g2.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx512m -Xmx512m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx1536m -Xmx1536m

mapreduce.map.memory.mb 768 768

mapreduce.reduce.memory.mb 2048 2048

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2048 2048

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

8192 6144

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 12288 6144

g3 インスタンス

g3.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5837m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11674m

mapreduce.map.memory.mb 7296

mapreduce.reduce.memory.mb 14592

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14592

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

g3.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12084m

mapreduce.map.memory.mb 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664

g3.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 491520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 491520

g3s インスタンス

g3s.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4685m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9370m

mapreduce.map.memory.mb 5856

mapreduce.reduce.memory.mb 11712

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 11712

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424
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g4dn インスタンス

g4dn.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4916m

mapreduce.map.memory.mb 3072

mapreduce.reduce.memory.mb 6144

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6144

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 12288

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 12288

g4dn.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4916m

mapreduce.map.memory.mb 3072

mapreduce.reduce.memory.mb 6144

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6144

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

g4dn.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2867m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5734m

mapreduce.map.memory.mb 3584

mapreduce.reduce.memory.mb 7168

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7168

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 57344
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設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344

g4dn.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3072m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.map.memory.mb 3840

mapreduce.reduce.memory.mb 7680

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7680

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 122880

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 122880

g4dn.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3140m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6280m

mapreduce.map.memory.mb 3925

mapreduce.reduce.memory.mb 7850

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7850

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 188416

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 188416

g4dn.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3174m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6348m

mapreduce.map.memory.mb 3968

mapreduce.reduce.memory.mb 7936

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7936

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 253952

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 253952

hi1 インスタンス

hi1.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2688m -Xmx2688m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5376m -Xmx5376m

mapreduce.map.memory.mb 3360 3360

mapreduce.reduce.memory.mb 6720 6720

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6720 6720

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

53760 26880

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 53760 26880

hs1 インスタンス

hs1.8xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1280m -Xmx1280m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1536 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 2560 2560

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2560 2560

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

8192 28160

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 56320 28160
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i2 インスタンス

i2.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2342m -Xmx2342m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4684m -Xmx4684m

mapreduce.map.memory.mb 2928 2928

mapreduce.reduce.memory.mb 5856 5856

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5856 5856

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

23424 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424 11712

i2.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2714m -Xmx2714m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5428m -Xmx5428m

mapreduce.map.memory.mb 3392 3392

mapreduce.reduce.memory.mb 6784 6784

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6784 6784

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

54272 27136

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272 27136

i2.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2918m -Xmx2918m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5836m -Xmx5836m

mapreduce.map.memory.mb 3648 3648
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.reduce.memory.mb 7296 7296

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7296 7296

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

116736 87552

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736 87552

i2.8xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx3021m -Xmx3021m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6042m -Xmx6042m

mapreduce.map.memory.mb 3776 3776

mapreduce.reduce.memory.mb 7552 7552

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7552 7552

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

241664 211456

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664 211456

i3 インスタンス

i3.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4685m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9370m

mapreduce.map.memory.mb 5856

mapreduce.reduce.memory.mb 11712

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 11712

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424
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i3.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5427m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx10854m

mapreduce.map.memory.mb 6784

mapreduce.reduce.memory.mb 13568

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 13568

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

i3.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5837m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11674m

mapreduce.map.memory.mb 7296

mapreduce.reduce.memory.mb 14592

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14592

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

i3.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12083m

mapreduce.map.memory.mb 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664
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i3.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 491520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 491520

i3en インスタンス

i3en.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4915m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9830m

mapreduce.map.memory.mb 6144

mapreduce.reduce.memory.mb 12288

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 12288

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

i3en.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5734m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11468m

mapreduce.map.memory.mb 7168

mapreduce.reduce.memory.mb 14336

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14336

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 57344

1737



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
タスクの設定

設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344

i3en.3xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6007m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12014m

mapreduce.map.memory.mb 7509

mapreduce.reduce.memory.mb 15018

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15018

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 90112

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 90112

i3en.6xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6281m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12562m

mapreduce.map.memory.mb 7851

mapreduce.reduce.memory.mb 15702

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15702

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 188416

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 188416

i3en.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6417m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12834m

mapreduce.map.memory.mb 8021

mapreduce.reduce.memory.mb 16042

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16042

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 385024

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 385024

i3en.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6486m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12972m

mapreduce.map.memory.mb 8107

mapreduce.reduce.memory.mb 16214

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16214

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 778240

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 778240

m1 インスタンス

m1.medium

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx512m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx768m

mapreduce.map.memory.mb 768

mapreduce.reduce.memory.mb 1024

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 1024

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 256

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 2048

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 2048

m1.large

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx512m -Xmx512m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx1024m -Xmx1024m

mapreduce.map.memory.mb 768 768
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.reduce.memory.mb 1536 1536

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 1536 1536

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

5120 2560

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 5120 2560

m1.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx512m -Xmx512m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx1536m -Xmx1536m

mapreduce.map.memory.mb 768 768

mapreduce.reduce.memory.mb 2048 2048

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2048 2048

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

8192 6144

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 12288 6144

m2 インスタンス

m2.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx864m -Xmx864m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx1536m -Xmx1536m

mapreduce.map.memory.mb 1024 1024

mapreduce.reduce.memory.mb 2048 2048

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2048 2048

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

7168 7168

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 14336 7168

m2.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1280m -Xmx1280m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1536 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 2560 2560

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2560 2560

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

8192 15360

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 61440 15360

m2.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1280m -Xmx1280m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1536 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 2560 2560

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2560 2560

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

256 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

8192 30720

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 61440 30720
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m3 インスタンス

m3.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1152m -Xmx1152m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2304m -Xmx2304m

mapreduce.map.memory.mb 1440 1440

mapreduce.reduce.memory.mb 2880 2880

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 2880 2880

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

23040 11520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23040 11520

m4 インスタンス

m4.large

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1229m -Xmx2458m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2458m -Xmx4916m

mapreduce.map.memory.mb 1536 3072

mapreduce.reduce.memory.mb 3072 6144

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3072 6144

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

6144 3072

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 6144 3072

m4.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1229m -Xmx1229m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2458m -Xmx2458m
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.memory.mb 1536 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 3072 3072

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3072 3072

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

12288 6144

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 12288 6144

m4.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1229m -Xmx1229m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2458m -Xmx2458m

mapreduce.map.memory.mb 1536 1536

mapreduce.reduce.memory.mb 3072 3072

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3072 3072

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

24576 12288

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576 12288

m4.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1434m -Xmx1434m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx2868m -Xmx2868m

mapreduce.map.memory.mb 1792 1792

mapreduce.reduce.memory.mb 3584 3584

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3584 3584

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

1743



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
タスクの設定

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

57344 28672

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344 28672

m4.10xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx1557m -Xmx1557m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3114m -Xmx3114m

mapreduce.map.memory.mb 1946 1946

mapreduce.reduce.memory.mb 3892 3892

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3892 3892

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

155648 124544

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 155648 124544

m4.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx1587m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx3174m

mapreduce.map.memory.mb 1984

mapreduce.reduce.memory.mb 3968

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 3968

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 253952

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 253952

m5 インスタンス

m5.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2458m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4916m

mapreduce.map.memory.mb 3072

mapreduce.reduce.memory.mb 6144

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6144

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 12288

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 12288

m5.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4916m

mapreduce.map.memory.mb 3072

mapreduce.reduce.memory.mb 6144

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6144

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

m5.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2867m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5734m

mapreduce.map.memory.mb 3584

mapreduce.reduce.memory.mb 7168

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7168

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 57344

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344
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m5.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3072m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.map.memory.mb 3840

mapreduce.reduce.memory.mb 7680

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7680

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 122880

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 122880

m5.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3140m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6280m

mapreduce.map.memory.mb 3925

mapreduce.reduce.memory.mb 7850

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7850

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 188416

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 188416

m5.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3174m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6348m

mapreduce.map.memory.mb 3968

mapreduce.reduce.memory.mb 7936

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7936

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 253952

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 253952
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m5.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3209m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6418m

mapreduce.map.memory.mb 4011

mapreduce.reduce.memory.mb 8022

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 8022

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 385024

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 385024

m5a インスタンス

m5a.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4916m

mapreduce.map.memory.mb 3072

mapreduce.reduce.memory.mb 6144

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6144

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 12288

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 12288

m5a.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4916m

mapreduce.map.memory.mb 3072

mapreduce.reduce.memory.mb 6144

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6144

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576
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設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

m5a.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2867m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5734m

mapreduce.map.memory.mb 3584

mapreduce.reduce.memory.mb 7168

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7168

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 57344

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344

m5a.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 122880

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 122880

m5a.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3140m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6280m

mapreduce.map.memory.mb 3925

mapreduce.reduce.memory.mb 7850

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7850

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 188416

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 188416

m5a.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6349m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12698m

mapreduce.map.memory.mb 7936

mapreduce.reduce.memory.mb 15872

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15872

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 253952

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 253952

m5a.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3209m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6418m

mapreduce.map.memory.mb 4011

mapreduce.reduce.memory.mb 8022

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 8022

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 385024

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 385024

m5d インスタンス

m5d.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4916m

mapreduce.map.memory.mb 3072
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.memory.mb 6144

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6144

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 12288

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 12288

m5d.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2458m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4916m

mapreduce.map.memory.mb 3072

mapreduce.reduce.memory.mb 6144

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6144

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

m5d.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2867m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5734m

mapreduce.map.memory.mb 3584

mapreduce.reduce.memory.mb 7168

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7168

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 57344

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344

m5d.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 122880

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 122880

m5d.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3140m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6280m

mapreduce.map.memory.mb 3925

mapreduce.reduce.memory.mb 7850

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7850

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 188416

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 188416

m5d.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6349m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12698m

mapreduce.map.memory.mb 7936

mapreduce.reduce.memory.mb 15872

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15872

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 253952

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 253952

m5d.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3209m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6418m

mapreduce.map.memory.mb 4011

mapreduce.reduce.memory.mb 8022

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 8022

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 385024

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 385024

m5zn インスタンス

m5zn.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2304m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4608m

mapreduce.map.memory.mb 2880

mapreduce.reduce.memory.mb 5760

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5760

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11520

m5zn.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2304m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4608m

mapreduce.map.memory.mb 2880

mapreduce.reduce.memory.mb 5760

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5760

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11520
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m5zn.3xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2304m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5154m

mapreduce.map.memory.mb 3221

mapreduce.reduce.memory.mb 6442

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6442

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 38656

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 38656

m5zn.6xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2850m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5700m

mapreduce.map.memory.mb 3563

mapreduce.reduce.memory.mb 7126

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7126

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 85504

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 85504

m5zn.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2986m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5972m

mapreduce.map.memory.mb 3733

mapreduce.reduce.memory.mb 7466

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7466

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 179200

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 179200
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m6g インスタンス

m6g.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4684m

mapreduce.map.memory.mb 2928

mapreduce.reduce.memory.mb 5856

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5856

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11712

m6g.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4684m

mapreduce.map.memory.mb 2928

mapreduce.reduce.memory.mb 5856

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5856

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

m6g.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2714m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5428m

mapreduce.map.memory.mb 3392

mapreduce.reduce.memory.mb 6784

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6784

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272
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設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

m6g.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2918m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5836m

mapreduce.map.memory.mb 3648

mapreduce.reduce.memory.mb 7296

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7296

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

m6g.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3021m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.map.memory.mb 3776

mapreduce.reduce.memory.mb 7552

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7552

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 181248

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 181248

m6g.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3021m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.map.memory.mb 3776

mapreduce.reduce.memory.mb 7552

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7552

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664

m6gd インスタンス

m6gd.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4684m

mapreduce.map.memory.mb 2928

mapreduce.reduce.memory.mb 5856

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5856

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 11712

m6gd.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2342m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4684m

mapreduce.map.memory.mb 2928

mapreduce.reduce.memory.mb 5856

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5856

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

m6gd.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2714m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5428m

mapreduce.map.memory.mb 3392
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.memory.mb 6784

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6784

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

m6gd.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx2918m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5836m

mapreduce.map.memory.mb 3648

mapreduce.reduce.memory.mb 7296

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7296

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

m6gd.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3021m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.map.memory.mb 3776

mapreduce.reduce.memory.mb 7552

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7552

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 181248

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 181248

m6gd.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx3021m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6042m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.memory.mb 3776

mapreduce.reduce.memory.mb 7552

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7552

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664

p2 インスタンス

p2.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx10854m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx21708m

mapreduce.map.memory.mb 13568

mapreduce.reduce.memory.mb 27136

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 27136

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

p2.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx24576

mapreduce.map.memory.mb 15360

mapreduce.reduce.memory.mb 30720

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 30720

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 491520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 491520
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p2.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx9267m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx18534m

mapreduce.map.memory.mb 11584

mapreduce.reduce.memory.mb 23168

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 23168

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 741376

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 741376

p3 インスタンス

p3.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5427m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx10854m

mapreduce.map.memory.mb 6784

mapreduce.reduce.memory.mb 13568

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 13568

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

p3.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12084m

mapreduce.map.memory.mb 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664
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設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664

p3.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 491520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 491520

r3 インスタンス

r3.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2342m -Xmx2342m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx4684m -Xmx4684m

mapreduce.map.memory.mb 2928 2928

mapreduce.reduce.memory.mb 5856 5856

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 5856 5856

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

23424 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424 11712

r3.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2714m -Xmx2714m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5428m -Xmx5428m
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.memory.mb 3392 3392

mapreduce.reduce.memory.mb 6784 6784

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 6784 6784

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

54272 27136

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272 27136

r3.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx2918m -Xmx2918m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx5836m -Xmx5836m

mapreduce.map.memory.mb 3648 3648

mapreduce.reduce.memory.mb 7296 7296

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7296 7296

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

116736 87552

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736 87552

r3.8xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx3021m -Xmx3021m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx6042m -Xmx6042m

mapreduce.map.memory.mb 3776 3776

mapreduce.reduce.memory.mb 7552 7552

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 7552 7552

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

241664 211456

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664 211456

r4 インスタンス
Note

R4 インスタンスは、Amazon EMR リリースバージョン 5.4.0 以降でのみ利用できます。

r4.xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx4685m -Xmx2342m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9370m -Xmx4684m

mapreduce.map.memory.mb 5856 5856

mapreduce.reduce.memory.mb 11712 11712

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 11712 11712

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

23424 11712

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424 11712

r4.2xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx5427m -Xmx5427m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx10854m -Xmx10854m

mapreduce.map.memory.mb 6784 6784

mapreduce.reduce.memory.mb 13568 13568

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 13568 13568

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

54272 27136

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272 27136
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r4.4xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx5837m -Xmx5837m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11674m -Xmx11674m

mapreduce.map.memory.mb 7296 7296

mapreduce.reduce.memory.mb 14592 14592

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14592 14592

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

116736 87552

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736 87552

r4.8xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12084m -Xmx12084m

mapreduce.map.memory.mb 7552 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

241664 211456

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664 211456

r4.16xlarge

設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m -Xmx1228m

mapreduce.map.memory.mb 7680 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360 15360
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設定オプション デフォルト値 HBase がインストールされ
ている場合

ヤーン・スケジューラー。 minimum-
allocation-mb

32 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-
allocation-mb

491520 460800

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 491520 460800

r5 インスタンス

r5.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4915m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9830m

mapreduce.map.memory.mb 6144

mapreduce.reduce.memory.mb 12288

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 12288

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

r5.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5734m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11468m

mapreduce.map.memory.mb 7168

mapreduce.reduce.memory.mb 14336

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14336

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 57344

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344

r5.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 122880

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 122880

r5.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6349m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12698m

mapreduce.map.memory.mb 7936

mapreduce.reduce.memory.mb 15872

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15872

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 253952

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 253952

r5.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6417m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12834m

mapreduce.map.memory.mb 8021

mapreduce.reduce.memory.mb 16042

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16042

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 385024

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 385024
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r5.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6451m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12902m

mapreduce.map.memory.mb 8064

mapreduce.reduce.memory.mb 16128

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16128

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 516096

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 516096

r5.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6486m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12972m

mapreduce.map.memory.mb 8107

mapreduce.reduce.memory.mb 16214

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16214

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 778240

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 778240

r5a インスタンス

r5a.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4915m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9830m

mapreduce.map.memory.mb 6144

mapreduce.reduce.memory.mb 12288

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 12288

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576
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設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

r5a.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5734m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11468m

mapreduce.map.memory.mb 7168

mapreduce.reduce.memory.mb 14336

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14336

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 57344

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344

r5a.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 122880

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 122880

r5a.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6349m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12698m

mapreduce.map.memory.mb 7936

mapreduce.reduce.memory.mb 15872

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15872

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 253952

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 253952

r5a.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6417m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12834m

mapreduce.map.memory.mb 8021

mapreduce.reduce.memory.mb 16042

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16042

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 385024

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 385024

r5a.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6451m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12902m

mapreduce.map.memory.mb 8064

mapreduce.reduce.memory.mb 16128

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16128

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 516096

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 516096

r5a.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6486m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12972m

mapreduce.map.memory.mb 8107

mapreduce.reduce.memory.mb 16214

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16214
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 778240

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 778240

r5b インスタンス

r5b.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4685m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9370m

mapreduce.map.memory.mb 5856

mapreduce.reduce.memory.mb 11712

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 11712

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

r5b.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5427m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx10854m

mapreduce.map.memory.mb 6784

mapreduce.reduce.memory.mb 13568

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 13568

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

r5b.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5837m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11674m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.memory.mb 7296

mapreduce.reduce.memory.mb 14592

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14592

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

r5b.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12084m

mapreduce.map.memory.mb 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664

r5b.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6110m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12220m

mapreduce.map.memory.mb 7637

mapreduce.reduce.memory.mb 15274

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15274

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 366592

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 366592

r5b.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 491520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 491520

r5b.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6178m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12356m

mapreduce.map.memory.mb 7723

mapreduce.reduce.memory.mb 15446

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15446

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 741376

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 741376

r5d インスタンス

r5d.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4915m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9830m

mapreduce.map.memory.mb 6144

mapreduce.reduce.memory.mb 12288

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 12288

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576
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r5d.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5734m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11468m

mapreduce.map.memory.mb 7168

mapreduce.reduce.memory.mb 14336

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14336

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 57344

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344

r5d.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 122880

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 122880

r5d.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6349m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12698m

mapreduce.map.memory.mb 7936

mapreduce.reduce.memory.mb 15872

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15872

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 253952

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 253952
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r5d.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6417m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12834m

mapreduce.map.memory.mb 8021

mapreduce.reduce.memory.mb 16042

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16042

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 385024

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 385024

r5d.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6451m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12902m

mapreduce.map.memory.mb 8064

mapreduce.reduce.memory.mb 16128

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16128

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 516096

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 516096

r5d.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6486m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12972m

mapreduce.map.memory.mb 8107

mapreduce.reduce.memory.mb 16214

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16214

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 778240

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 778240
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r5dn インスタンス

r5dn.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4685m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9370m

mapreduce.map.memory.mb 5856

mapreduce.reduce.memory.mb 11712

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 11712

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

r5dn.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5427m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx10854m

mapreduce.map.memory.mb 6784

mapreduce.reduce.memory.mb 13568

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 13568

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

r5dn.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5837m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11674m

mapreduce.map.memory.mb 14592

mapreduce.reduce.memory.mb 13568

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14592

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736
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設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

r5dn.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12084m

mapreduce.map.memory.mb 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664

r5dn.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12220m

mapreduce.map.memory.mb 7637

mapreduce.reduce.memory.mb 15274

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15274

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 366592

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 366592

r5dn.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 491520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 491520

r5dn.24xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6178m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12356m

mapreduce.map.memory.mb 7723

mapreduce.reduce.memory.mb 15446

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15446

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 741376

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 741376

r6g インスタンス

r6g.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4685m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9370m

mapreduce.map.memory.mb 5856

mapreduce.reduce.memory.mb 11712

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 11712

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424

r6g.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5427m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx10584m

mapreduce.map.memory.mb 6784
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.reduce.memory.mb 13568

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 13568

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

r6g.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5837m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11674m

mapreduce.map.memory.mb 7296

mapreduce.reduce.memory.mb 14592

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14592

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

r6g.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12084m

mapreduce.map.memory.mb 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664

r6g.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6110m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12220m
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設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.memory.mb 7637

mapreduce.reduce.memory.mb 15274

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15274

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 366592

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 366592

r6g.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 491520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 491520

r6gd インスタンス

r6gd.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4685m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9370m

mapreduce.map.memory.mb 5856

mapreduce.reduce.memory.mb 11712

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 11712

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 23424

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 23424
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r6gd.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5427m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx10854m

mapreduce.map.memory.mb 6784

mapreduce.reduce.memory.mb 13568

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 13568

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 54272

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 54272

r6gd.4xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5837m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11674m

mapreduce.map.memory.mb 7296

mapreduce.reduce.memory.mb 14592

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14592

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 116736

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 116736

r6gd.8xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6042m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12084m

mapreduce.map.memory.mb 7552

mapreduce.reduce.memory.mb 15104

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15104

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 241664

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 241664
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r6gd.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6110m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12220m

mapreduce.map.memory.mb 7637

mapreduce.reduce.memory.mb 15274

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15274

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 366592

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 366592

r6gd.16xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6144m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12288m

mapreduce.map.memory.mb 7680

mapreduce.reduce.memory.mb 15360

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15360

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 491520

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 491520

z1d インスタンス

z1d.xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx4915m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx9830m

mapreduce.map.memory.mb 6144

mapreduce.reduce.memory.mb 12288

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 12288

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 24576

1780



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
タスクの設定

設定オプション デフォルト値

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 24576

z1d.2xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx5734m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx11468m

mapreduce.map.memory.mb 7168

mapreduce.reduce.memory.mb 14336

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 14336

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 57344

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 57344

z1d.3xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6007m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12014m

mapreduce.map.memory.mb 7509

mapreduce.reduce.memory.mb 15018

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15018

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 90112

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 90112

z1d.6xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6281m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12562m

mapreduce.map.memory.mb 7851

mapreduce.reduce.memory.mb 15702

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 15702

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32
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設定オプション デフォルト値

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 188416

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 188416

z1d.12xlarge

設定オプション デフォルト値

mapreduce.map.java.opts -Xmx6417m

mapreduce.reduce.java.opts -Xmx12834m

mapreduce.map.memory.mb 8021

mapreduce.reduce.memory.mb 16042

yarn.app.mapreduce.am.resource.mb 16042

ヤーン・スケジューラー。 minimum-allocation-mb 32

ヤーン・スケジューラー。 maximum-allocation-mb 385024

yarn.nodemanager.resource.memory-mb 385024

HDFS 構成
次の表に、Hadoop Distributed File System（HDFS）のデフォルトのパラメータとその設定を示しま
す。hdfs-site 設定分類を使用して、これらの値を変更できます。詳細については、「アプリケーショ
ンの設定 (p. 1515)」を参照してください。

Warning

1. ノードが 4 つ未満のクラスターで 1dfs.replication に設定すると、単一ノードがダウンし
た場合に HDFS データが失われる可能性があります。クラスターに HDFS ストレージがある
場合は、データ損失を防ぐため、本番環境のワークロード用に少なくとも 4 つのコアノードで
クラスターを構成することをお勧めします。

2. Amazon EMR では、クラスターが以下のコアノードをスケーリングすることはできませ
んdfs.replication。たとえば、コアノードの最小数が 2 の場合dfs.replication = 
2。

3. Managed Scaling や Auto Scaling を使用する場合や、クラスターのサイズを手動で変更する場
合は、2dfs.replication 以上に設定することをお勧めします。

パラメータ 定義 デフォルト値

dfs.block.sizeHDFS ブロックのサイズ。HDFS に格納されているデータを操
作するとき、分割サイズは原則として HDFS ブロックのサイズ
です。値を大きくするとタスクの粒度は小さくなりますが、ク
ラスターへの負荷も低下します。NameNode

134217728（128 
MB）

dfs.replication耐久性のために保存する各ブロックのコピー数。Amazon EMR 
は、クラスターにプロビジョニングされているコアノードの数
に基づいてこの値を設定します。必要に応じて値を調整してく

14 つ未満のコア
ノードでプロビジョ
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パラメータ 定義 デフォルト値
ださい。デフォルト値を上書きするには、hdfs-site 分類を
使用します。

ニングされたクラス
ター用

2コアノードが 10 
個未満でプロビジョ
ニングされているク
ラスター用

3その他すべてのク
ラスタ用

Amazon EMR における HDFS での透過的暗号化
透過性暗号化は、お客様が定義する HDFS パスである HDFS 暗号化ゾーンを通じて実装されます。各暗号
化ゾーンには独自のキーがあり、hdfs-site 設定分類を使用して指定されたキーサーバーに保存されま
す。

Amazon EMR リリースバージョン 4.8.0 から、Amazon EMR セキュリティ設定を使用して、クラスター
のデータ暗号化設定をより簡単に行うことができます。セキュリティ設定は、Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS) ストレージボリュームおよび Amazon S3 の EMRFS データで伝送時のデータと保管時の
データに対するセキュリティを有効にするオプションを提供します。詳細については、「Amazon EMR 管
理ガイド」の「データを伝送中と保管時に暗号化」を参照してください。

Amazon EMR はデフォルトで Hadoop KMS を使用しますが、 KeyProvider API オペレーションを実装す
る他の KMS を使用できます。HDFS 暗号化ゾーンの各ファイルには、独自のデータ暗号化キーがあり、
これは暗号化ゾーンキーで暗号化されます。暗号化と復号のアクティビティはクライアントでのみ行われ
るため、データが暗号化ゾーンに書き込まれると、HDFS データは暗号化されます end-to-end (保存中お
よび転送中)。

暗号化ゾーン間でファイルを移動したり、暗号化ゾーンから暗号化されていないパスにファイルを移動す
ることはできません。

NameNode および HDFS クライアントは、 KeyProvider API 操作を通じて Hadoop KMS (または設定し
た代替 KMS) と通信します。KMS はバッキングキーストアで暗号化キーを保存します。また、Amazon 
EMR には JCE 無制限強度のポリシーが含まれているため、必要な長さでキーを作成できます。

詳細については、Hadoop のドキュメントの「Transparent encryption in HDFS (HDFS での透過的暗号
化)」を参照してください。

Note

Amazon EMR では、Hadoop KMS における HTTPS 経由の KMS はデフォルトで有効になりませ
ん。HTTPS 経由の KMS を有効にする方法については、Hadoop KMS のドキュメントを参照して
ください

HDFS 透過的暗号化を設定する
キーを作成し、暗号化ゾーンを追加することで、Amazon EMR で透過的暗号化を設定できます。これはい
くつかの方法で行うことができます。

• クラスターの作成時に Amazon EMR 設定 API オペレーションを使用する
• command-runner.jar で Hadoop JAR のステップを使用する
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• Hadoop クラスターのマスターノードにログインして、hadoop key と hdfs crypto コマンドライン
クライアントを使用する

• Hadoop KMS と HDFS で REST API を使用する

REST API の詳細については、Hadoop KMS と HDFS の各ドキュメントを参照してください。

CLI を使用してクラスター作成時に暗号化ゾーンとそのキーを作成するには

設定 API hdfs-encryption-zones オペレーションの分類により、クラスターの作成時にキー名と暗号化ゾー
ンを指定できます。Amazon EMR はクラスターの Hadoop KMS でこのキーを作成し、暗号化ゾーンを設
定します。

• 次のコマンドを使用してクラスターを作成します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --instance-type m5.xlarge --instance-
count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/mybucket/
myfolder/myConfig.json

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

myConfig.json:

[ 
  { 
    "Classification": "hdfs-encryption-zones", 
    "Properties": { 
      "/myHDFSPath1": "path1_key", 
      "/myHDFSPath2": "path2_key" 
    } 
  }
]

マスターノードで手動で暗号化ゾーンおよびそのキーを作成するには

1. Amazon EMR リリース 4.1.0 以降を使用してクラスターを起動します。
2. SSH を使用してクラスターのマスターノードに接続します。
3. Hadoop KMS 内でキーを作成します。

$ hadoop key create path2_key
path2_key has been successfully created with options Options{cipher='AES/CTR/
NoPadding', bitLength=256, description='null', attributes=null}.
KMSClientProvider[http://ip-x-x-x-x.ec2.internal:16000/kms/v1/] has been updated.

Important

Hadoop KMS では、キー名が小文字である必要があります。大文字が含まれているキーを使
用すると、起動中にクラスターが失敗します。

4. HDFS で暗号化ゾーンのパスを作成します。

$ hadoop fs -mkdir /myHDFSPath2
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5. 作成したキーを使用して HDFS パスを暗号化ゾーンにします。

$ hdfs crypto -createZone -keyName path2_key -path /myHDFSPath2
Added encryption zone /myHDFSPath2

AWS CLI を使用して暗号化ゾーンおよびキーを手動で作成する

• 次のコマンドで KMS キーおよび暗号化ゾーンを作成するステップを追加します。

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Create 
 First Hadoop KMS Key",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/
bash,-c,"\"hadoop key create path1_key\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create First Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone -
keyName path1_key -path /myHDFSPath1\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop KMS Key",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop key create path2_key
\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Hadoop HDFS Path",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hadoop fs -mkdir /
myHDFSPath2\""] \
Type=CUSTOM_JAR,Name="Create Second Encryption Zone",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[/bin/bash,-c,"\"hdfs crypto -createZone -
keyName path2_key -path /myHDFSPath2\""] 

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

HDFS 透過的暗号化の考慮事項
ベストプラクティスとして、アプリケーションがファイルを書き込む可能性がある各アプリケーション用
に暗号化ゾーンを作成します。また、構成 APIhdfs-encryption-zones の分類を使用してすべての HDFS を
暗号化し、暗号化ゾーンとしてルートパス (/) を指定することもできます。

Hadoop キー管理サーバー
Hadoop KMS は、Hadoop クラスター用の暗号化サービスを実装する機能を提供するキー管理サーバーで
あり、Amazon EMR における HDFS での透過的暗号化 (p. 1783) のキーベンダーとして機能することが
できます。Amazon EMR の Hadoop KMS は、EMR クラスターの起動時に Hadoop アプリケーションを選
択するときにデフォルトでインストールされ、有効になります。Hadoop KMS は、一時キャッシュの場合
を除き、キー自体を保存しません。Hadoop KMS は、キープロバイダーとクライアントトラスティの間の
バッキングキーストアへのプロキシとして機能します。これはキーストアではありません。Hadoop KMS 
用に作成されるデフォルトのキーストアは Java 暗号化エクステンション KeyStore (JCEKS) です。JCE 
の無制限強度のポリシーも含まれるため、必要な長さのキーを作成できます。Hadoop KMS は、HDFS な
ど他のクライアントアプリケーションとは関係なく、キーとキーオペレーションへのアクセスを制御する
一連の ACL もサポートします。Amazon EMR のデフォルトのキー長は 256 ビットです。

Hadoop KMS を設定するには、 hadoop-kms-site 分類を使用して設定を変更します。ACL を設定するに
は、分類の kms-acls を使用します。
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詳細については、Hadoop KMS のドキュメントを参照してください。Hadoop KMS は、Hadoop HDFS 透
過的暗号化で使用されます。HDFS 透過的暗号化の詳細については、Apache Hadoop のドキュメントの
「HDFS 透過的暗号化」トピックを参照してください。

Note

Amazon EMR では、Hadoop KMS における HTTPS 経由の KMS はデフォルトで有効になりませ
ん。HTTPS 経由で KMS を有効にする方法については、Hadoop KMS のドキュメントを参照して
ください。
Important

Hadoop KMS では、キー名が小文字である必要があります。大文字が含まれているキーを使用す
ると、起動中にクラスターが失敗します。

Amazon EMR での Hadoop KMS の設定
Amazon EMR リリースバージョン 4.6.0 以降を使用すると、kms-http-port は 9700、kms-admin-
port は 9701 になります。

Amazon EMR リリースの設定 API を使用して、クラスター作成時に Hadoop KMS を設定できます。次の
設定オブジェクト分類が Hadoop KMS で使用できます。

Hadoop KMS 設定分類

分類 Filename

hadoop-kms-site kms-site.xml

hadoop-kms-acls kms-acls.xml

hadoop-kms-env kms-env.sh

hadoop-kms-log4j kms-log4j.properties

CLI を使用して Hadoop KMS の ACL を設定するには

• Hadoop KMS と ACL でクラスターを作成するには、次のコマンドを使用します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --instance-type m5.xlarge --instance-
count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/mybucket/
myfolder/myConfig.json

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

myConfig.json:

[ 
    { 
      "Classification": "hadoop-kms-acls", 
      "Properties": { 
        "hadoop.kms.blacklist.CREATE": "hdfs,foo,myBannedUser", 
        "hadoop.kms.acl.ROLLOVER": "myAllowedUser"        
      } 
    } 
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  ]

CLI を使用して Hadoop KMS のキャッシュを無効にするには

• 次のコマンドを使用し、Hadoop KMS hadoop.kms.cache.enable を false に設定してクラス
ターを作成します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --instance-type m5.xlarge --instance-
count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/mybucket/
myfolder/myConfig.json

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

myConfig.json:

[ 
    { 
      "Classification": "hadoop-kms-site", 
      "Properties": { 
        "hadoop.kms.cache.enable": "false" 
      } 
    } 
  ]

CLI を使用して kms-env.sh スクリプトで環境変数を設定するには

• kms-env.sh 設定を通じて hadoop-kms-env で設定を変更できます。次のコマンドを使用
し、Hadoop KMS でクラスターを作成します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --instance-type m5.xlarge --instance-
count 2 \
--applications Name=App1 Name=App2 --configurations https://s3.amazonaws.com/mybucket/
myfolder/myConfig.json

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

myConfig.json:

[ 
  { 
    "Classification": "hadoop-kms-env", 
    "Properties": {      
    }, 
    "Configurations": [ 
      { 
        "Classification": "export", 
        "Properties": { 
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          "JAVA_LIBRARY_PATH": "/path/to/files", 
          "KMS_SSL_KEYSTORE_FILE": "/non/Default/Path/.keystore", 
          "KMS_SSL_KEYSTORE_PASS": "myPass" 
        }, 
        "Configurations": [         
        ] 
      } 
    ] 
  }
]

Hadoop KMS の設定については、Hadoop KMS のドキュメントを参照してください。

複数のマスターノードを持つ EMR クラスターでの 
HDFS 透過的暗号化
Apache Ranger KMS は、HDFS での透過的暗号化のために複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR 
クラスターで使用されます。

Apache Ranger KMS は、ルートキーおよび暗号化ゾーン (EZ) キーを、複数のプライマリノードを持つ 
Amazon EMR クラスターの Amazon RDS に保存します。複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR 
クラスターで HDFS の透過的暗号化を有効にするには、次の設定を指定する必要があります。

• Ranger KMS のルートキーおよび EZ キーを保存するための Amazon RDS または独自の MySQL サー
バー接続 URL

• MySQL のユーザー名とパスワード
• レンジャー KMS ルートキーのパスワード
• MySQL サーバーへの SSL 接続用の認証機関 (CA)PEM ファイル

次の例に示すように、ranger-kms-dbks-site 分類と ranger-kms-db-ca 分類を使用して、これらの
設定を提供できます。

[ 
  { 
    "Classification": "ranger-kms-dbks-site", 
    "Properties": { 
      "ranger.ks.jpa.jdbc.url": "jdbc:log4jdbc:mysql://mysql-host-url.xx-
xxx-1.xxx.amazonaws.com:3306/rangerkms", 
      "ranger.ks.jpa.jdbc.user": "mysql-user-name", 
      "ranger.ks.jpa.jdbc.password": "mysql-password", 
      "ranger.db.encrypt.key.password": "password-for-encrypting-a-master-key" 
    } 
  }, 
  { 
    "Classification": "ranger-kms-db-ca", 
    "Properties": { 
      "ranger.kms.trust.ca.file.s3.url": "s3://rds-downloads/rds-ca-2019-root.pem" 
    } 
     }
]

以下は、Apache Ranger KMS の設定オブジェクト分類です。
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Hadoop KMS 設定分類

分類 説明

ranger-kms-dbks-site Ranger KMS の dbks-site.xml ファイルの値を変更
します。

ranger-kms-site レンジャー KMS ranger-kms-site の.xml ファイル
の値を変更します。

ranger-kms-env Ranger KMS 環境の値を変更します。

ranger-kms-log4j Ranger KMS の kms-log4j.properties ファイルの値
を変更します。

ranger-kms-db-ca Ranger KMS を使用した MySQL SSL 接続用の S3 
の CA ファイルの値を変更します。

考慮事項

• セキュリティ向上のため、Amazon RDS インスタンスを暗号化することを強くお勧めします。詳細につ
いては、「Amazon RDS リソースの暗号化の概要」を参照してください。

• セキュリティのハードルを上げるため、複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターごと
に別々の MySQL データベースを使用することを強くお勧めします。

• 複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターで HDFS の透過的暗号化を設定するに
は、hdfs-encryption-zonesクラスターの作成時に分類を指定する必要があります。指定しない場
合、Ranger KMS は設定も起動もしません。hdfs-encryption-zones実行中のクラスターでの分類ま
たは Hadoop KMS 設定分類の再設定は、複数のプライマリノードを持つ Amazon EMR クラスターでは
サポートされていません。

Hadoop アプリケーションの作成または実行
トピック

• Amazon EMR を使用してバイナリを構築する (p. 1789)
• ストリーミングでのデータ処理  (p. 1791)
• カスタム JAR でのデータの処理  (p. 1795)

Amazon EMR を使用してバイナリを構築する
Amazon EMR をビルド環境として使用し、クラスターで使用するプログラムをコンパイルできま
す。Amazon EMR で使用するプログラムのコンパイルは、Amazon EMR が使用しているバージョンと同
じ Linux が実行されているシステムで行われます。32 ビットバージョンについては、32 ビットマシンま
たは 32 ビットクロスコンパイルオプションをオンにして、コンパイルしておく必要があります。64 ビッ
トバージョンについては、64 ビットマシンまたは 64 ビットクロスコンパイルオプションをオンにして、
コンパイルしておく必要があります。EC2 インスタンスのバージョンの詳細については、「」を参照して
ください。EC2 インスタンスを計画し、設定するのAmazon EMR 管理ガイド。C++、Python、C# などの
プログラミング言語がサポートされいます。

Amazon EMR を使用してアプリケーションを構築し、テストするステップを簡単に示します。

モジュールを構築するプロセス

1 クラスターのマスターノードに接続します。
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2 ソースファイルをマスターノードにコピーします。

3 バイナリを構築し、必要に応じて最適化します。

4 バイナリをマスターノードから Amazon S3 にコピーします。

各ステップの詳細については、以降のセクションで説明します。

クラスターのマスターノードに接続するには

• 「」の指示に従ってください。SSH を使用してマスターノードConnect。のAmazon EMR 管理ガイ
ド。

ソースファイルをマスターノードにコピーするには

1. Amazon S3 バケットにソースファイルを置きます。バケットの作成方法と Amazon S3 へのデータの
移動方法については、を参照してください。Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド。

2. 以下のようなコマンドを入力して、ソースファイルを入れるフォルダーを Hadoop クラスター上に作
成します:

mkdir SourceFiles

3. 次のようなコマンドを入力して、ソースファイルを Amazon S3 からマスターノードにコピーしま
す。

hadoop fs -get s3://mybucket/SourceFiles SourceFiles

バイナリを構築し、必要に応じて最適化する

バイナリを構築する方法はさまざまな要因によって決まります。ご利用の構築ツールの手順に従って、環
境をセットアップして設定してください。Hadoop システム仕様コマンドを使用すると、構築環境をイン
ストールする方法を判断する際に必要なクラスター情報を入手できます。

システム仕様を確認するには

• バイナリを構築する際に使用するアーキテクチャを確認するには、以下のコマンドを使用します。

a. Debian のバージョンを確認するには、以下のコマンドを入力します:

master$ cat /etc/issue

出力は次の例のようになります。

Debian GNU/Linux 5.0

b. パブリック DNS 名とプロセッサーのサイズを確認するには、以下のコマンドを入力します。

master$ uname -a

出力は次の例のようになります。

Linux domU-12-31-39-17-29-39.compute-1.internal 2.6.21.7-2.fc8xen #1 SMP Fri Feb 15 
 12:34:28 EST 2008 x86_64 GNU/Linux
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c. プロセッサー速度を確認するには、以下のコマンドを入力します:

master$ cat /proc/cpuinfo

出力は次の例のようになります。

processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5430 @ 2.66GHz
flags : fpu tsc msr pae mce cx8 apic mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr 
 sse sse2 ss ht tm syscall nx lm constant_tsc pni monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 
 cx16 xtpr cda lahf_lm
... 

バイナリを構築したら、ファイルを Amazon S3 にコピーできます。

バイナリをマスターノードから Amazon S3 にコピーするには

• 次のコマンドを入力して、バイナリを Amazon S3 バケットにコピーします。

hadoop fs -put BinaryFiles s3://mybucket/BinaryDestination

ストリーミングでのデータ処理
Hadoop ストリーミングは、Java MapReduce 以外の言語実行可能ファイルを作成できるようになりま
す。JAR ファイルの形式でストリーミングが実装されるため、Amazon EMR API から、またはコマンドラ
インから標準のJAR ファイルの用に実行できます。

このセクションでは、Amazon EMR でストリーミングを使用する方法を説明します。

Note

Apache Hadoop ストリーミングは独立したツールです。そのため、ここでは、その関数とパラ
メータすべてを説明するわけではありません。Hadoop ストリーミングの詳細については、http://
hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-streaming/HadoopStreaming .html を参照してください。

Hadoop ストリーミングユーティリティの使用
このセクションでは、Hadoop のストリーミングユーティリティの使用方法について説明します。

Hadoop プロセス

1 自由にプログラム言語を選択して、実行可能なマッパーとリデューサーを作成します。

Hadoop のドキュメントの指示に従ってストリーミング実行ファイルを書いてください。プロ
グラムは、標準出力による標準入出力データからの入力を読み取れるようにする必要がありま
す。デフォルトでは、入出力の各行は 1 つのレコードに対応し、各行の最初のタブはキーと値
を区切ります。

2 ローカルで実行ファイルをテストしてから、Amazon S3 へアップロードします。

3 Amazon EMR コマンドラインインターフェイスまたは Amazon EMR コンソールを使用してア
プリケーションを実行します。
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各マッパースクリプトは、 クラスター内の独立したプロセスとして実行されます。各リデューサー実行
ファイルは、マッパー実行ファイルの出力をジョブフローによるデータ出力にします。

、inputoutputmapper、reducerおよびパラメータは、ほとんどのストリーミングアプリケーションに
必要です。以下の表は、これらのパラメータと他のオプションパラメータついて説明します。

パラメータ 説明 必須

-input Amazon S3 上の入力データの場所。

Type: 文字列

デフォルト: なし

制限: ウリ。プロトコルの指定がなければ、クラスターのデフォルト
ファイルシステムが使用されます。

はい

-output Amazon EMR が処理されたデータをアップロードする Amazon S3 
上の場所。

Type: 文字列

デフォルト: なし

制限: [URI]

デフォルト: 場所の指定がなければ、Amazon EMR はinputで指定
された場所にデータをアップロードします。

はい

-mapper マッパー実行ファイルの名前。

Type: 文字列

デフォルト: なし

はい

-reducer リデューサー実行ファイルの名前。

Type: 文字列

デフォルト: なし

はい

-cacheFile （主としてパフォーマンス向上のために）Hadoop がローカル作業
ディレクトリにコピーするファイルが格納されている Amazon S3 の
場所。

Type: 文字列

デフォルト: なし

制約: [URI] # [作業ディレクトリに作成するシンボリックリンク名]

いいえ

-cacheArchive 作業ディレクトリに抽出する JAR ファイル

Type: 文字列

デフォルト: なし

制約: [URI] # [作業ディレクトリに作成するシンボリックリンクディ
レクトリ名

いいえ

-combiner 結果の結合 いいえ
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パラメータ 説明 必須
Type: 文字列

デフォルト: なし

制約: Java クラス名

次のコード例は、Python で作成されたマッパーの実行可能ファイルです。 WordCount このスクリプトは
サンプルアプリケーションの一部です。

#!/usr/bin/python
import sys

def main(argv): 
  line = sys.stdin.readline() 
  try: 
    while line: 
      line = line.rstrip() 
      words = line.split() 
      for word in words: 
        print "LongValueSum:" + word + "\t" + "1" 
      line = sys.stdin.readline() 
  except "end of file": 
    return None
if __name__ == "__main__": 
  main(sys.argv)

ストリーミングステップの送信
このセクションでは、ストリーミングステップをクラスターに送信する方法の基本情報について説明
します。ストリーミングアプリケーションは標準入力から入力を読み取り、各入力に対してスクリプト
または実行ファイル (マッパーと呼ばれる) を実行します。各入力の結果は、ローカル（通常は Hadoop 
Distributed File System（HDFS）パーティション）に保存されます。すべての入力がマッパーによって処
理されたら、そのマッパーの結果は、2 つ目のスクリプトまたは実行可能ファイル (リデューサーと呼ばれ
ます) によって処理されます。リデューサーの結果は標準出力に送信されます。1 つのステップの出力が別
のステップの入力になる一連のストリーミングステップを連結できます。

マッパーとリデューサーはそれぞれファイルとして参照できます。また、Java クラスを指定することもで
きます。マッパーおよびリデューサーは、Ruby、Perl、Python、PHP、Bash など、サポートされている
任意の言語で実装できます。

コンソールを使用したストリーミングステップの送信

この例では、Amazon EMR コンソールを使用し、実行中のクラスターにストリーミングステップを送信す
る方法について説明します。

ストリーミングステップを送信するには

1. Amazon EMR コンソール (https://console.aws.amazon.com/emr) を開きます。
2. [Cluster List (クラスターリスト)] で、クラスターの名前を選択します。
3. [Steps (ステップ)] セクションまでスクロールして展開し、[Add step (ステップの追加)] を選択しま

す。
4. [Add Step] ダイアログボックスで、次のようにします。

• [Step type] は [Streaming program] を選択します。
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• [Name] では、デフォルト名（Streaming program）を使用するか、または新しい名前を入力しま
す。

• [Mapper (マッパー)] では、Hadoop のマッパークラスの場所、または Python プログラムなどのマッ
パー実行ファイルが存在する S3 バケットを入力するか参照します。パス値は BucketName/path/
の形式でなければなりませんMapperExecutable。

• [Reducer (リデューサー)] では、Hadoop のリデューサークラスの場所、または Python プログラ
ムなどのリデューサー実行ファイルが存在する S3 バケットを入力するか参照します。パス値は
BucketName/path/の形式でなければなりませんMapperExecutable。Amazon EMR は、特別な
aggregate キーワードをサポートしています。詳細については、Hadoop が提供する Aggregate ラ
イブラリを参照してください。

• [Input S3 location] では、入力データの場所を入力または参照します。
• [Output S3 location] (S3 の場所の出力) で、Amazon S3 出力バケットの名前を入力するか、参照し

ます。
• [Arguments (引数)] は、フィールドを空のままにします。
• [Action on failure (失敗時の操作)] では、デフォルトのオプション ([Continue (続行)]) を使用しま

す。
5. [Add] (追加) を選択します。ステップは、[Pending] というステータスでコンソールに表示されます。
6. ステップが実行されると、ステータスは [Pending (保留中)] から [Running (実行中)]、[Running (実行

中)] から [完了済み] に変更されます。ステータスを更新するには、[Actions] 列の上にある [Refresh] 
アイコンを選択します。

AWS CLI

これらの例では、AWS CLI を使用し、クラスターを作成してストリーミングステップを送信する方法を示
します。

AWS CLI でクラスターを作成してストリーミングステップを送信するには

• を使用してクラスターを作成し、ストリーミングステップを送信するにはAWS CLI、次のコマンド
を入力し、myKey # EC2 key pair 名前に置き換えます。--filesの引数はスクリプトの場所への 
Amazon S3 パスで、-mapper and-reducer の引数はそれぞれのスクリプトファイルの名前である
必要があることに注意してください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-5.36.0 --applications 
 Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=STREAMING,Name="Streaming Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
files,pathtoscripts,-mapper,mapperscript,-reducer,reducerscript,aggregate,-
input,pathtoinputdata,-output,pathtooutputbucket]

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

--instance-groups パラメータを使用せずにインスタンス数を指定すると、1 つのマスターノード
が起動され、残りのインスタンスはコアノードとして起動されます。すべてのノードで、コマンドで
指定したインスタンスタイプが使用されます。

Note

以前にデフォルトの Amazon EMR サービスロールと EC2 インスタンスプロファイルを作成
していない場合は、「aws emr create-default-roles」と入力してそれらを作成してか
ら、create-cluster サブコマンドを入力します。
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AWS CLI での Amazon EMR コマンドの使用の詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/cli/ 
latest/reference/emr」を参照してください。

カスタム JAR でのデータの処理
カスタム JAR では、Amazon S3 にアップロードされたコンパイル済みの Java プログラムを実行しま
す。起動する Hadoop のバージョンに合わせてプログラムをコンパイルし、Amazon EMR クラスターに 
CUSTOM_JAR ステップを送信します。JAR ファイルのコンパイルの詳細については、「Amazon EMR を
使用してバイナリを構築する (p. 1789)」を参照してください。

Hadoop MapReduce アプリケーションの構築の詳細については、を参照してくださいhttp:// 
hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-core/ 
MapReduceTutorial.html。

カスタム JAR ステップの送信
このセクションでは、Amazon EMR でのカスタム JAR ステップの送信の基本情報について説明します。
カスタム JAR ステップを送信する場合は、データを処理するスクリプトを Java プログラミング言語で記
述できます。

コンソールを使用したカスタム JAR ステップの送信

この例では、Amazon EMR コンソールを使用して、実行中のクラスターにカスタム JAR ステップを送信
する方法について説明します。

コンソールを使用してカスタム JAR ステップを送信するには

1. Amazon EMR コンソール (https://console.aws.amazon.com/emr) を開きます。
2. [Cluster List (クラスターリスト)] で、クラスターの名前を選択します。
3. [Steps (ステップ)] セクションまでスクロールして展開し、[Add step (ステップの追加)] を選択しま

す。
4. [Add Step (ステップの追加)] ダイアログで:

• [Step type] で、[Custom JAR] を選択します。
• [Name] では、デフォルト名（Custom JAR）を使用するか、または新しい名前を入力します。
• [JAR S3 location] では、JAR ファイルの場所を入力または参照します。JAR の場所は、S3 へのパ

スまたはクラスパス内の完全修飾 Java クラスです。
• [Arguments (引数)] では、必要な引数をスペース区切りの文字列として入力するか、フィールドを空

のままにします。
• [Action on failure (失敗時の操作)] では、デフォルトのオプション ([Continue (続行)]) を使用しま

す。
5. [Add] (追加) を選択します。ステップは、[Pending] というステータスでコンソールに表示されます。
6. ステップが実行されると、ステータスは [Pending (保留中)] から [Running (実行中)]、[Running (実行

中)] から [完了済み] に変更されます。ステータスを更新するには、[Actions] 列の上にある [Refresh] 
アイコンを選択します。

AWS CLI を使用して、クラスターを起動しカスタム JAR ステップを送信する

AWS CLI を使用して、クラスターを起動し、カスタム JAR ステップを送信するには

AWS CLI を使用して、クラスターを起動し、カスタム JAR ステップを送信するには、create-cluster
サブコマンドを入力し、--steps パラメータを指定します。
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• クラスターを起動し、カスタム JAR ステップを送信するには、次のコマンドを入力して myKey を 
EC2 キーペア名に置き換え、mybucket をバケット名に置き換えます。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR 
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbucket","arg1","arg2"]

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

--instance-groups パラメータを使用せずにインスタンス数を指定すると、1 つのマスターノード
が起動され、残りのインスタンスはコアノードとして起動されます。すべてのノードで、コマンドで
指定したインスタンスタイプが使用されます。

Note

以前にデフォルトの Amazon EMR サービスロールと EC2 インスタンスプロファイルを作成
していない場合は、「aws emr create-default-roles」と入力してそれらを作成して
から、create-cluster サブコマンドを入力します。

AWS CLI での Amazon EMR コマンドの使用の詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/cli/ 
latest/reference/emr」を参照してください。

サードパーティーへの依存関係

プログラムで使用する JAR MapReduce をクラスパスに含める必要がある場合があります。これを行うた
めの 2 つのオプションがあります。

• 「--libjars s3://URI_to_JAR」の手順で、ステップオプションに AWS CLI を使用して、クラス
ターを起動しカスタム JAR ステップを送信する (p. 1795) を含めます。

• mapred-site 設定分類を使用して、mapred-site.xml の変更された
mapreduce.application.classpath 設定でクラスターを起動します。AWS CLI を使用してステッ
プでクラスターを作成する場合、これは次のようになります。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Hue Name=Hive Name=Pig --use-default-roles \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2  --ec2-attributes KeyName=myKey \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Custom JAR 
 Step",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=pathtojarfile,Args=["pathtoinputdata","pathtooutputbucket","arg1","arg2"] 
 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/mybucket/myfolder/myConfig.json

myConfig.json:

[ 
    { 
      "Classification": "mapred-site", 
      "Properties": { 
        "mapreduce.application.classpath": "path1,path2" 
      } 
    } 
  ]
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パスのカンマ区切りリストを、各タスクの JVM のクラスパスに付加する必要があります。

YARN コンテナの不均一なメモリアクセス認識を有
効にする

Amazon EMR バージョン 6.x 以降では、不均一メモリアクセス (NUMA) を使用してクラスター上のデータ
をマルチプロセッシングできます。NUMA は、別のプロセッサ上のメモリやプロセッサ間で共有されるメ
モリよりも高速に、プロセッサが独自のローカルメモリにアクセスできるコンピュータメモリ設計パター
ンです。YARN コンテナは、以降のすべてのメモリ割り当てを処理する特定の NUMA ノードにバインドで
きるため、NUMA を使用した方がパフォーマンスが向上します。これにより、クラスターがリモートメモ
リにアクセスする回数が減ります。

ワーカーノードマシンがマルチ NUMA ノードの場合は、YARN コンテナの NUMA サポートを有効にでき
ます。ワーカーノードが Single-NUMA ノードか Multi-NUMA ノードかを確認するには、次のコマンドを実
行します。

lscpu | grep -i numa
NUMA node(s): 2

一般に、12 倍を超えるインスタンスには 2 つの NUMA ノードがあります。これは、メタルインスタンス
には適用されません。

YARN コンテナの NUMA 対応を有効にするには

1. Amazon EMR 6.xyarn-site クラスターで次の設定を使用してください。

 [ 
    { 
        "classification":"yarn-site",  
            "properties":{ 
                "yarn.nodemanager.linux-container-executor.nonsecure-mode.local-
user":"yarn",  
                "yarn.nodemanager.linux-container-executor.group":"yarn",  
                "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor", 
                "yarn.nodemanager.numa-awareness.enabled":"true",  
                "yarn.nodemanager.numa-awareness.numactl.cmd":"/usr/bin/numactl",  
                "yarn.nodemanager.numa-awareness.read-topology":"true" 
            },  
        "configurations":[] 
     } 
 ]

2. クラスターに次のブートストラップアクションを指定します。

#!/bin/bash  

sudo yum -y install numactl
echo 1 | sudo tee /proc/sys/kernel/numa_balancing

echo "banned.users=mapred,bin,hdfs" >> /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg
rm -rf /var/log/hadoop-yarn/  
sudo chown -R yarn:hadoop /var/log/hadoop-yarn/
sudo chmod 755 -R /var/log/hadoop-yarn/

sudo chmod 6050 /etc/hadoop/conf/container-executor.cfg
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mkdir /mnt/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /mnt/yarn
mkdir /mnt1/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt1/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /mnt1/
yarn
mkdir /mnt2/yarn && sudo chmod 755 -R /mnt2/yarn && sudo chown -R yarn:hadoop /mnt2/
yarn

3. すべてのコンテナが NUMA を認識している必要があります。NUMA フラグを使用して、各コンテナ
の Java 仮想マシン (JVM) に通知できます。たとえば、 MapReduce ジョブで NUMA を使用するよう
に JVM に通知するには、に次のプロパティを追加しますmapred-site.xml。

<property> 
    <name>mapreduce.reduce.java.opts</name> 
    <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>
<property> 
    <name>mapreduce.map.java.opts</name> 
    <value>-XX:+UseNUMA</value>
</property>

4. NUMA がオンになっていることを確認するには、 NodeManager 次のコマンドを使用してログファイ
ルのいずれかを検索します。

grep "NUMA resources allocation is enabled," *

コンテナに NUMA NodeManager ノードリソースが割り当てられていることを確認するには、 
NodeManager 次のコマンドでログを検索し、独自のコンテナ ID<container_id> に置き換えます。

grep "NUMA node" | grep <container_id>

Hadoop のバージョン履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Hadoop のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Hadoop バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr 6.9.0 3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
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Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr 6.8.0 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr 6.7.0 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.36.0 2.10.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-6.0 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.35.0 2.10.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr 6.5.0 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-6.4.0 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-6.3.1 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-6.3.0 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.2.1 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-6.2.0 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-6.1.1 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-6.1.0 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-6.0.1 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

1801



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hadoop のバージョン履歴

Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.0.0 3.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

EMR 5.34.0 2.10.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.33.1 2.10.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.33.0 2.10.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.32.1 2.10.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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emr-5.32.0 2.10.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.31.1 2.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.31.0 2.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.30.2 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.30.1 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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emr-5.30.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.29.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.28.1 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.28.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.27.1 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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emr-5.27.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.26.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.25.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.24.1 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.24.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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emr-5.23.1 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.23.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.22.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.21.2 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.21.1 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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emr-5.21.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.20.1 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.20.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.19.1 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.19.0 2.8.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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emr-5.18.1 2.8.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.18.0 2.8.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.17.2 2.8.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.17.1 2.8.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.17.0 2.8.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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emr-5.16.1 2.8.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.16.0 2.8.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.15.1 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.15.0 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.14.2 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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emr-5.14.1 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.14.0 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.13.1 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.13.0 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.12.3 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

1810



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hadoop のバージョン履歴

Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.12.2 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.12.1 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.12.0 2.8.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.11.4 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.11.3 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

1811



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hadoop のバージョン履歴

Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.11.2 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.11.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.11.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.10.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.10.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

1812



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hadoop のバージョン履歴

Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
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emr-5.9.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.9.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.8.3 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.8.2 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.8.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

1813



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hadoop のバージョン履歴
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emr-5.8.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.7.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.7.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.6.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server

emr-5.6.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server
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emr-5.5.4 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.5.3 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.5.2 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.5.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.5.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager
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Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.4.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.4.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.3.2 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.3.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.3.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager
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Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.2.3 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.2.2 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.2.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.2.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.1.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager
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Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.1.0 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.0.3 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-5.0.0 2.7.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.9.6 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.9.5 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager
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Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.9.4 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.9.3 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.9.2 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.9.1 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.8.5 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager
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Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.8.4 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.8.3 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.8.2 2.7.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.8.0 2.7.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.7.4 2.7.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager
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Amazon EMR リリースラベル Hadoop のバージョン Hadoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.7.2 2.7.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.7.1 2.7.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.7.0 2.7.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.6.0 2.7.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.5.0 2.7.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager
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emr-4.4.0 2.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.3.0 2.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.2.0 2.6.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.1.0 2.6.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager

emr-4.0.0 2.6.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager

Hadoop リリースノート (バージョン別)
Amazon EMR 6.6.0-Hadoop リリースノート (p. 1823)
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Amazon EMR 6.6.0-Hadoop リリースノート

Amazon EMR 6.6.0-Hadoop の変更点

型 説明

バグ BZip2 テキストファイルを読み込むときに重複する
レコードが修正されました。

バックポート HADOOP-18136: FileUtils 見つからない.tar ファイ
ルに対する.untar () の処理を検証してください

バックポート HADOOP-17627: Branch-3.2 
HADOOP-17371、HADOOP-17621、HADOOP-17625 
にバックポートして Jetty を 9.4.39 にアップデー
ト

バックポート HADOOP-17655: Jetty を 9.4.40 にアップグレード

バックポート HADOOP-17796: ジェッティバージョンを 9.4.43 
にアップグレード

バックポート HADOOP-17661: mvn バージョン:set が pom.xml 
の解析に失敗する

バックポート HADOOP-17236: CVE-2017-18640 を緩和するた
めに、スネークヤムルを 1.26 に上げてください

バックポート HADOOP-16717: GenericsUtil Log4 の 
isLog4jLogger 依存関係を削除jLoggerAdapter

バックポート HADOOP-17633: CVE が原因で jsonsmartnimbus-
jose-jwt を 2.4.2 と 9.8 に変更

バックポート HADOOP-17844: JSON スマートを 2.4.7 にアップ
グレード

バックポート HADOOP-17972: HADOOP-17683 をブランチ 3.2 
にバックポート (commons-io を 2.8.0 にアップ
デート)

バックポート HADOOP-16555: コモンズ圧縮を 1.19 にアップ
デート

バックポート HADOOP-17370: コモンズ圧縮を 1.21 にアップグ
レード

バックポート HADOOP-17096: ZStandardCompressor 入力バッ
ファオフセットの修正

バックポート HADOOP-17112: コミッター経由で s3a にファイ
ルを保存する際、パスに空白を入れることはでき
ません

バックポート HADOOP-13500: 設定プロパティオブジェクトの
イテレーションの同期
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型 説明

バックポート HDFS-14099: Z で複数のフレームを解
凍するときのフレーム記述子が不明です
StandardDecompressor

バックポート HDFS-16410: XML 構文解析が安全でない場合
OfflineEditsXmlLoader

バックポート HDFS-14498: LeaseManager 作成に失敗したファ
イルを永遠にループすることがある

バックポート HDFS-15290: HttpServer 起動時に NPE 
NameNode が起動する

バックポート HDFS-15293: チェックポイントを受け取ったとき
の FSIMAGE の受け入れ条件を緩和

バックポート HDFS-12979: StandbyNode FsImage 
ObserverNode チェックポイント後にアップロード
する必要があります

バックポート YARN-10538: AM に返される更新済みノードのリ
ストにリコミッショニングノードを追加

バックポート YARN-10472: YARN-10314 (シェーディ
ングされたクライアント JARYarnClient 
NoClassDefFoundError WebSocketException のみ
でスローされる) をブランチ 3.2 にバックポートす
る

バックポート YARN-9968:NodeManager 次の理由により、
パブリックローカライザーが終了しました 
NullPointerException

バックポート YARN-10651: CapacityScheduler NPE
が挿入されているとクラッシュしました 
AbstractYarnScheduler。 updateNodeResource()

バックポート YARN-9339: アプリを新しいキューに移動した後、
保留中のアプリの指標が正しくない

バックポート YARN-10438: クライアント RM サービス 
#getContainerReport () でヌルコンテナ ID を処理

バックポート YARN-7266: ファイルが破損しているか、見つから
ないとRollingLevelDb ATS 1.5 が起動しない

バックポート YARN-9063:RollingLevelDb ファイルが壊れている
か見つからないと ATS 1.5 が起動しない

バックポート YARN-9848：YARN-4946を元に戻します（ログ集
約が終了状態でない場合、RMはアプリケーション
を完了したと見なすべきではありません）。
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Apache HBase
HBase は、Apache Software Foundation の Hadoop プロジェクトの一部として開発されたオープン
ソースの、非リレーショナルな、分散型データベースです。HBase は、Hadoop Distributed File System 
(HDFS) 上で実行され、Hadoop エコシステムの非リレーショナルデータベース機能を提供します。HBase 
は、Amazon EMR リリースバージョン 4.6.0 以降に含まれています。

HBase は Hadoop とシームレスに連携し、ファイルシステムを共有し、 MapReduce フレームワークと
実行エンジンへの直接入出力の役割を果たします。また、HBase テーブルに対する SQL のようなクエ
リ、Hive ベースのテーブルとの結合、および Java Database Connectivity（JDBC）を有効にすること
で、Apache Hive とも統合されます。HBase の詳細については、Apache ウェブサイトで Apache HBase
および HBase ドキュメントを参照してください。Hive で HBase を使用する方法の例については、
「Combine NoSQL and massively parallel analytics using Apache HBase and Apache Hive on Amazon 
EMR」という AWS ビッグデータブログの投稿を参照してください。

Amazon EMR の HBase では、HBase データを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に直接
バックアップできます。また、HBase クラスターの起動時に以前作成したバックアップから復元できま
す。Amazon EMR には、データ保持と災害対策の目的で Amazon S3 と統合する追加オプションがありま
す。

• Amazon S3 の HBase - Amazon EMR バージョン 5.2.0 以降では、Amazon S3 で HBase を使用して、
クラスターの HBase ルートディレクトリとメタデータを直接 Amazon S3 に保存できます。その後に起
動した新しいクラスターでは、Amazon S3 のルートディレクトリの場所を参照できます。一度に 1 つの
クラスターのみが Amazon S3 の HBase の場所を使用できます (リードレプリカクラスターを除く)。詳
細については、「Amazon S3 の HBase (Amazon S3 ストレージモード) (p. 1828)」を参照してくださ
い。

• HBase リードレプリカ – Amazon S3 の HBase で使用する Amazon EMR バージョン 5.7.0 以降では、
リードレプリカクラスターがサポートされます。リードレプリカクラスターは、プライマリクラスター
のストアファイルおよびメタデータの読み取り専用オペレーションに対して読み取り専用アクセスを提
供します。詳細については、「リードレプリカクラスターの使用 (p. 1830)」を参照してください。

• HBase スナップショット – Amazon S3 の HBase の代わりに、EMR バージョン 4.0 以降では HBase 
データのスナップショットを直接 Amazon S3 に作成し、このスナップショットを使用してデータを復
元できます。詳細については、「HBase のスナップショットを使用する (p. 1837)」を参照してくださ
い。

Important

Amazon EMR HBase クラスタースケーリングでは、マネージドスケーリングや HBase クラス
ターでのカスタムポリシーによるスケーリングの使用はお勧めしません。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている HBase のバージョンと、Amazon 
EMR で HBase と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで HBase と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリー
ス (p. 2)」を参照してください。

emr-6.10.0 の HBase バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 HBase 2.4.15 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント
wal-cli, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, hbase-
rest-server, hbase-thrift-server, 
hbase-operator-tools, zookeeper-
client, zookeeper-server

Note

Apache HBase HBCK2 は、HBase のリージョンとシステムテーブルを修復するための別個の運
用ツールです。Amazon EMR バージョン 6.1.0 以降では、hbase-hbck2.jar はマスターノードの /
usr/lib/hbase-operator-tools/ で提供されています。このツールのビルドと使用の詳しい
方法については、「HBase HBCK2」を参照してください。

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている HBase のバージョンと、Amazon 
EMR で HBase と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで HBase と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリー
ス (p. 270)」を参照してください。

emr-5.36.0 の HBase バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.36.0 HBase 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

トピック
• HBase を含むクラスターの作成 (p. 1827)
• Amazon S3 の HBase (Amazon S3 ストレージモード) (p. 1828)
• HBase シェルを使用する (p. 1835)
• Hive で HBase テーブルにアクセスする (p. 1836)
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• HBase のスナップショットを使用する (p. 1837)
• HBase を設定する (p. 1839)
• HBase ユーザーインターフェイスを表示する (p. 1842)
• HBase ログファイルを表示する (p. 1843)
• Ganglia で HBase を監視する (p. 1844)
• HBase の以前のバージョンからの移行 (p. 1845)
• HBase リリース履歴 (p. 1845)

HBase を含むクラスターの作成
このセクションの手順では、AWS Management Console および AWS CLI を使用した基本的なクラスター
の起動方法を示します。EMR クラスターの計画、構成、および起動方法の詳細については、「Amazon 
EMR 管理ガイド」の「クラスターの計画と構成」を参照してくだどちらのツールも、Amazon EMR 管理
コンソールまたはさい。

コンソールを使用して HBase を含むクラスターを作
成する
コンソールを使用してクラスターを起動する簡単な手順については、「Amazon EMR 管理ガイド」の
「Amazon EMR の使用開始」を参照してください。

コンソールを使用し、HBase がインストールされた状態でクラスターを作成するには

1. Amazon EMR コンソールを https://console.aws.amazon.com/emr で開きます。
2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選

択します。
3. [Software Configuration (ソフトウェア設定)] で、Amazon リリースバージョン 4.6.0 以降を選択しま

す (最新バージョンをお勧めします)。必要に応じて、HBase などのアプリケーションを選択します。
4. Amazon EMR バージョン 5.2.0 以降の [HBase Storage Settings] (HBase ストレージ設定) で、[HDFS]

または [S3] を選択します。詳細については、「Amazon S3 の HBase (Amazon S3 ストレージモー
ド) (p. 1828)」を参照してください。

5. 必要に応じて他のオプションを選択し、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

AWS CLI での HBase を含むクラスターの作成
HBase がインストールされた状態でクラスターを作成するには、次のコマンドを使用します。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=HBase --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。
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Amazon S3 で HBase を使用する場合は、JSON 設定オブジェクトを参照する --configurations オ
プションを指定します。設定オブジェクトには、hbase.rootdir プロパティを使用して HBase デー
タが格納された Amazon S3 内の場所を指定する hbase-site 分類が含まれている必要があります。ま
た、hbase プロパティを使用して s3 を指定する hbase.emr.storageMode 分類が含まれている必要が
あります。以下の例では、これらの設定を使用した JSON スニペットについて説明します。

[ 
    { 
        "Classification": "hbase-site", 
        "Properties": { 
            "hbase.rootdir": "s3://MyBucket/MyHBaseStore" 
        } 
    }, 
    { 
        "Classification": "hbase", 
        "Properties": { 
            "hbase.emr.storageMode": "s3" 
        } 
    }
]   

Amazon S3 の HBase の詳細については、「Amazon S3 の HBase (Amazon S3 ストレージモー
ド) (p. 1828)」を参照してください。分類の詳細については、アプリケーションの設定 (p. 1515) を参照し
てください。

Amazon S3 の HBase (Amazon S3 ストレージモー
ド)

Amazon EMR バージョン 5.2.0 以降で HBase を実行する場合は、Amazon EMR で HBase を有効にする
ことで、以下の利点を得られます。

• HBase ルートディレクトリが、HBase ストアファイルおよびテーブルメタデータも含めて、Amazon 
S3 に保存されます。このデータはクラスター外で永続的で、Amazon EC2 アベイラビリティーゾーン
間で使用することができ、スナップショットやそのほかの方法を使用して復元する必要はありません。

• Amazon S3 に格納したファイルを使用して、HDFS の 3 倍のレプリケーションで、データ要件ではなく
コンピューティング要件に合わせて Amazon EMR クラスターのサイズを決定できます。

• Amazon EMR バージョン 5.7.0 以降では、リードレプリカクラスターを設定して、データの読み取り専
用コピーを Amazon S3 に保持できます。複数の読み取りオペレーションを同時に実行する場合や、プ
ライマリクラスターが使用不能になった場合に、リードレプリカクラスターのデータを利用できます。

• Amazon EMR バージョン 6.2.0 以降では、永続的 HFile トラッキングは hbase:storefile と呼ばれ
る HBase システムテーブルを使用し、読み取りオペレーションに使用される HFile パスを直接追跡しま
す。この機能はデフォルトで有効になっており、手動マイグレーションを実行する必要はありません。

次の図は Amazon S3 の HBase に関連する HBase コンポーネントを示しています。
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Amazon S3 での HBase の有効化
Amazon EMR コンソール、AWS CLI、または Amazon EMR API を使用して、Amazon S3 で HBase を有
効にすることができます。この設定は、クラスター作成時のオプションです。コンソールを使用する場合
は、[Advanced options (詳細オプション)] を使用して設定を選択します。AWS CLI を使用する場合は、--
configurations オプションを使用して JSON 設定オブジェクトを提供します。設定オブジェクトのプ
ロパティは Amazon S3 内のストレージモードとルートディレクトリの場所を指定します。Amazon S3 の
場所として Amazon EMR クラスターと同じリージョン内の場所を指定する必要があります。一度に 1 つ
のアクティブなクラスターのみが Amazon S3 の同じ HBase ルートディレクトリを使用できます。コン
ソールの手順および AWS CLI を使用したクラスター作成の詳細については、「HBase を含むクラスター
の作成 (p. 1827)」を参照してください。設定オブジェクトの例は、次の JSON スニペットに示します。

{ 
  "Classification": "hbase-site", 
  "Properties": { 
    "hbase.rootdir": "s3://my-bucket/my-hbase-rootdir"}
},
{ 
  "Classification": "hbase", 
  "Properties": { 
  "hbase.emr.storageMode":"s3" 
  }
} 
   

Note

Amazon S3 バケットを HBase 用の rootdir として使用する場合、Amazon S3 URI の末尾に
スラッシュを追加する必要があります。例えば、問題を回避するために、"hbase.rootdir: 
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s3://my-bucket" ではなく、"hbase.rootdir: s3://my-bucket/" を使用する必要があ
ります。

リードレプリカクラスターの使用
Amazon S3 の HBase を使用してプライマリクラスターを設定すると、プライマリクラスターと同じデー
タへの読み取り専用アクセスを提供するリードレプリカクラスターを作成して設定できます。これは、ク
エリデータに同時にアクセスする場合や、プライマリクラスターの使用不能時にアクセスを絶やさない場
合に便利です。リードレプリカ機能は Amazon EMR バージョン 5.7.0 以降で使用できます。

プライマリクラスターとリードレプリカクラスターは 1 つの重要な点を除いて設定方法が同じです。どち
らも同じ hbase.rootdir の場所を参照します。ただし、リードレプリカクラスターの hbase 分類には
"hbase.emr.readreplica.enabled":"true" プロパティが含まれます。

たとえば、このトピックで以前に示したプライマリクラスターの JSON 分類の場合、リードレプリカクラ
スターの設定は次のとおりです。

{ 
  "Classification": "hbase-site", 
  "Properties": { 
    "hbase.rootdir": "s3://my-bucket/my-hbase-rootdir"}
},
{ 
  "Classification": "hbase", 
  "Properties": { 
  "hbase.emr.storageMode":"s3", 
  "hbase.emr.readreplica.enabled":"true" 
  }
} 
   

データの追加に伴うリードレプリカの同期化
リードレプリカは、プライマリクラスターが Amazon S3 に書き込む HBase StoreFiles とメタデータを使
用するため、Amazon S3 データストアと同期し、それより最新にはなりません。データを書き込むまでに
プライマリクラスターとリードレプリカの間に生じる時間差を最小化するには、以下のガイダンスを参考
にしてください。

• 可能な限り、プライマリクラスターのデータを一括ロードします。詳細については、Apache HBase ド
キュメントの「一括ロード」を参照してください。

• ストアファイルを Amazon S3 に書き込むフラッシュは、データの追加後、できるだけ早急に発生する
必要があります。時間差が最小になるように手動でフラッシュするか、フラッシュ設定を調整します。

• 圧縮が自動実行される場合、圧縮がトリガーされるときの不整合を避けるために手動圧縮を実行しま
す。

• リードレプリカクラスターで、メタデータの変更 (HBase リージョンの分割、圧縮の発生、テーブルの
追加や削除など) があった場合、refresh_meta コマンドを実行します。

• リードレプリカクラスターで、レコードがテーブルに追加されるかテーブル内で変更された場
合、refresh_hfiles コマンドを実行します。
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永続的 HFile トラッキング
永続的 HFile トラッキングでは、hbase:storefile と呼ばれる HBase システムテーブルを使用し、読
み取りオペレーションに使用される HFile パスを直接追跡します。HBase に追加のデータが追加される
と、新しい HFile パスがテーブルに追加されます。これにより、重要な書き込みパス HBase オペレーショ
ンのコミットメカニズムとして名前変更オペレーションが削除され、ファイルシステムディレクトリの一
覧ではなく、hbase:storefile システムテーブルから読み取ることで HBase リージョンを開くときに
復旧時間が改善されます。この機能は Amazon EMR バージョン 6.2.0 以降ではデフォルトで有効になって
おり、手動での移行手順は必要ありません。

Note

HBase ストアファイルシステムテーブルを使用した永続的な HFile トラッキングは、HBase リー
ジョンのレプリケーション機能をサポートしていません。HBase リージョンレプリケーションの
詳細については、「Timeline-consistent high available reads」を参照してください。

永続的 HFile トラッキングの無効化

永続的 HFile トラッキングは、EMR リリース 6.2.0 以降でデフォルトで有効になっています。永続的 
HFile トラッキングを無効にするには、クラスターの起動時に次の設定オーバーライドを指定します。

{ 
  "Classification": "hbase-site", 
  "Properties": { 
    "hbase.storefile.tracking.persist.enabled":"false", 
    "hbase.hstore.engine.class":"org.apache.hadoop.hbase.regionserver.DefaultStoreEngine" 
  }
}

Note

Amazon EMR クラスターを再設定するときは、すべてのインスタンスグループを更新する必要が
あります。

ストアファイルテーブルの手動同期

新しい HFiles が作成されると、ストアファイルテーブルは最新の状態に保たれます。ただし、何らかの理
由でストアファイルテーブルがデータファイルと同期しなくなった場合は、次のコマンドを使用して手動
でデータを同期できます。

オンラインリージョンでストアファイルテーブルを同期する:
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hbase org.apache.hadoop.hbase.client.example.RefreshHFilesClient <table>

オフラインリージョンでストアファイルテーブルを同期する:

• ストアファイルテーブル znode を削除します。

echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[<tableName>, hbase:namespace]
# The TableName exists in the list
echo "delete /hbase/storefile/loaded/<tableName>" | sudo -u hbase hbase zkcli
# Delete the Table ZNode
echo "ls /hbase/storefile/loaded" | sudo -u hbase hbase zkcli
[hbase:namespace]

• リージョンを割り当てます ('hbase shell' で実行します)。

hbase cli> assign '<region name>'

• 割り当てが失敗した場合。

hbase cli> disable '<table name>'
hbase cli> enable '<table name>'

ストアファイルテーブルのスケーリング

ストアファイルテーブルは、デフォルトでは 4 つのリージョンに分割されます。ストアファイルテーブル
の書き込み負荷が大きい場合は、テーブルを手動で分割できます。

特定のホットリージョンを分割するには、次のコマンドを使用します ('hbase shell' で実行します)。

hbase cli> split '<region name>'

テーブルを分割するには、次のコマンドを使用します ('hbase shell' で実行します)。

hbase cli> split 'hbase:storefile'

運用上の考慮事項
HBase リージョンサーバーは、データ読み取りをメモリに保存し、 BlockCache BucketCache データ読
み取りをローカルディスクに保存するために使用します。また、リージョンサーバーは、 MemStore を使
用してデータの書き込みをメモリ内に保存し、Amazon S3 の HBase StoreFiles にデータが書き込まれる
前に、先書きログを使用してデータの書き込みを HDFS に保存します。クラスターの読み込みパフォー
マンスは、レコードがどのくらいの頻度でインメモリキャッシュまたはオンディスクキャッシュから取
得できるかに関連しています。キャッシュミスが発生すると、レコードは Amazon S3, から読み取られ
るため、HDFS からの読み取りと比べてレイテンシーと標準偏差が大幅に高くなります。 StoreFile さら
に、Amazon S3 の最大要求率は、ローカルキャッシュから受理できるものよりも低くなるため、データの
キャッシュは読み取り過多のワークロードにとって重要である場合があります。Amazon S3 のパフォーマ
ンスの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「パフォーマンスの最適
化」を参照してください。

パフォーマンスを向上させるには、EC2 インスタンスストレージに可能な限りデータセットをキャッシュ
することをお勧めします。は、リージョンサーバーの EC2 BucketCache インスタンスストレージを使用
するため、必要なキャッシュのサイズに対応するために充分なインスタンスストアを備えた EC2 インスタ
ンスタイプを選択し、Amazon EBS ストレージを追加できます。hbase.bucketcache.sizeプロパティ
を使用して、アタッチされたインスタンスストアと EBSBucketCache ボリュームのサイズを増やすことも
できます。デフォルトの設定は 8,192 MB です。
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書き込みの場合、 MemStore フラッシュの頻度とマイナーおよびメジャーコンパクション中のフラッシュ
の数が、リージョンサーバーの応答時間の増加に大きく影響する可能性があります。 StoreFiles 最適なパ
フォーマンスを得るには、MemStore flush と HRegion のブロック乗数のサイズを増やすことを検討して
ください。これにより、メジャーコンパクション間の経過時間が長くなりますが、リードレプリカを使用
する場合は整合性の遅延も大きくなります。場合によっては、ファイルブロックサイズを増やして (ただ
し 5 GB 未満)、EMRFS で Amazon S3 マルチパートアップロード機能をトリガーすることで、パフォー
マンスを向上できる場合があります。Amazon EMR のブロックサイズのデフォルトは 128 MB です。詳細
については、「HDFS 構成 (p. 1782)」を参照してください。フラッシュと圧縮に関するパフォーマンスの
ベンチマークで 1 GB のブロックサイズを超えているお客様はほとんどいません。さらに、HBase の圧縮
とリージョンサーバーは、 StoreFiles 圧縮する必要が少ないときに最適なパフォーマンスを発揮します。

大きなディレクトリの名前を変更する必要があるため、Amazon S3 でのテーブルの削除に長い時間がかか
る場合があります。テーブルを削除する代わりに無効化することを検討してください。

古い WAL ファイルとストアファイルをクリーンアップする HBase クリーナープロセスがありま
す。Amazon EMR リリースバージョン 5.17.0 以降では、クリーナーがグローバルに有効になっており、
次の設定プロパティをクリーナーの動作の制御に使用できます。

設定プロパティ デフォルト値 Description

hbase.regionserver.hfilecleaner.large.thread.count1 期限が切れた大規模な HFiles を
クリーンアップするために割り
当てられたスレッドの数。

hbase.regionserver.hfilecleaner.small.thread.count1 期限が切れた小規模な HFiles を
クリーンアップするために割り
当てられたスレッドの数。

hbase.cleaner.scan.dir.concurrent.sizeすべての使用可能なコアの 4 分
の 1 に設定します。

oldWALs ディレクトリをスキャ
ンするスレッドの数。

hbase.oldwals.cleaner.thread.size2 oldWALs ディレクトリの WALs 
をクリーンアップするスレッド
の数。

Amazon EMR 5.17.0 以前では、高負荷のワークロードを実行しているときにクリーナーオペレーションが
クエリパフォーマンスに影響する可能性があるため、ピークを過ぎた時間帯だけクリーナーを有効にする
ことをお勧めします。クリーナーには、次の HBase シェルコマンドがあります。

• cleaner_chore_enabled クリーナーが有効かどうかのクエリ。
• cleaner_chore_run 手動でクリーナーを実行してファイルを削除します。
• cleaner_chore_switch クリーナーを有効、または無効にし、クリーナーの以前の状態に返します。

たとえば、cleaner_chore_switch true はクリーナーを有効にします。

Amazon S3 の HBase のパフォーマンスをチューニングするプロ
パティ
Amazon S3 の HBase を使用するときに、以下のパラメータを調整してワークロードのパフォーマンスを
チューニングできます。

設定プロパティ デフォルト値 説明

hbase.bucketcache.size 8,192 リージョンサーバーの Amazon 
EC2 インスタンスストアと EBS 
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設定プロパティ デフォルト値 説明
BucketCache ボリュームでスト
レージ用に予約されているディ
スク容量（MB 単位）。設定は、
すべてのリージョンサーバーイ
ンスタンスに適用されます。通
常、 BucketCache サイズが大き
いほどパフォーマンスが向上し
ます。

hbase.hregion.memstore.flush.size134217728 Amazon S3 への Memstore フ
ラッシュがトリガーされるデー
タ上限 (バイト単位)。

hbase.hregion.memstore.block.multiplier4 MemStore 更新がブロックされる
上限を決定する乗数。 MemStore
hbase.hregion.memstore.flush.size超
過分にこの値を掛けると、更新
はブロックされます。 MemStore 
フラッシュとコンパクションが
発生して、更新のブロックが解
除されることがあります。

hbase.hstore.blockingStoreFiles10 StoreFiles 更新がブロックされる
前に、1 つのストア内に存在でき
る最大数。

hbase.hregion.max.filesize 10737418240 リージョンが分割されるまでの
リージョンの最大サイズ。

データ損失のないクラスターのシャットダウンと復元
Amazon S3 に書き込まれていないデータを損失することなく Amazon EMR クラスターをシャットダウン
するには、Amazon S3 MemStore にキャッシュをフラッシュして新しい格納ファイルを書き込む必要があ
ります。まず、すべてのテーブルを無効にする必要があります。次の設定ステップはクラスターにステッ
プを追加する際に使用することができます。詳細については「Amazon EMR 管理ガイド」の「AWS CLI 
およびコンソールを使用した手順の作業」を参照してください。

Name="Disable all tables",Jar="command-runner.jar",Args=["/bin/bash","/usr/lib/hbase/bin/
disable_all_tables.sh"] 

または、次の Bash コマンドを直接実行できます。

bash /usr/lib/hbase/bin/disable_all_tables.sh

すべてのテーブルを無効にした後に、HBase シェルと次のコマンドを使用して hbase:meta テーブルを
フラッシュします。

flush 'hbase:meta'

次に、Amazon EMRMemStore クラスターで提供されているシェルスクリプトを実行してキャッシュをフ
ラッシュすることができます。これをステップとして追加するか、またはクラスター上の AWS CLI を使
用して直接実行できます。このスクリプトは、各リージョンサーバーの S3 MemStore にフラッシュする
原因となるすべての HBase テーブルを無効にします。スクリプトが正常に完了すると、データは Amazon 
S3 に維持され、クラスターを終了できます。
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同じ HBase データを使ってクラスターを再開するには、AWS Management Console の以前のクラスター
として同じ Amazon S3 の場所を指定するか、hbase.rootdir 設定プロパティを使用します。

HBase シェルを使用する
HBase クラスターを作成したら、次のステップとして HBase に接続してデータの読み書きを開始できま
す (データの書き込みはリードレプリカクラスターではサポートされません)。HBase シェルを使用する
と、コマンドをテストできます。

HBase シェルを開くには

1. SSH を使用して、HBase クラスターのマスターサーバーに接続します。SSH を使用してマスター
ノードに接続する方法の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「SSH を使用してマス
ターノードに接続する」を参照してください。

2. hbase shell を実行します。HBase シェルが開き、次のようなプロンプトが表示されます。

hbase(main):001:0>

Base シェルコマンドを発行するには、プロンプトを使用します。シェルコマンドの説明や、シェルコマン
ドを呼び出す方法については、HBase プロンプトで「help」と入力し、Enter キーを押します。

テーブルの作成
次のコマンドは、「f1」という名前の 1 つのカラムファミリを含む 't1' という名前のテーブルを作成しま
す。

hbase(main):001:0>create 't1', 'f1'

値を入力する
次のコマンドは、テーブル 't1' と列 'f1' の行 'r1' の値 'v1' を入力します。

hbase(main):001:0>put 't1', 'r1', 'f1:col1', 'v1'

値を取得する
次のコマンドは、テーブル 't1' の行 'r1' の値を取得します。

hbase(main):001:0>get 't1', 'r1'

テーブルの削除
次のコマンドは、テーブル 't1' を削除して削除します。

hbase(main):001:0>drop 'ns1:t1',false

ブール値はテーブルをアーカイブするかどうかに応じるので、true保存する場合はに設定できま
す。drop 'ns1:t1'ブール値なしで実行してテーブルをアーカイブすることもできます。
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Hive で HBase テーブルにアクセスする
HBase と Apache Hive (p. 1919) は、緊密に統合されているため、HBase に格納されたデータに対し
て並列処理の大量ワークロードを直接実行できます。HBase と共に Hive を使用するには、通常は同じ
クラスターでこれらを起動します。ただし Hive と HBase を別々のクラスターで起動することもできま
す。HBase と Hive を別々のクラスターに切り離して実行すると、各アプリケーションがクラスターのリ
ソースをより効率的に使用できるため、パフォーマンスが向上する可能性があります。

次の手順は、Hive を使用してクラスターの HBase に接続する方法を説明します。

Note

Hive クラスターは 1 つの HBase クラスターにのみ接続できます。

Hive を HBase に接続するには

1. Hive と HBase がインストールされた別々のクラスターを作成するか、HBase と Hive の両方インス
トールされている 1 つのクラスターを作成します。

2. 別々のクラスターを使用する場合は、2 つのノード間で HBase と Hive のポートが開くように、セ
キュリティグループを変更します。

3. SSH を使用して、Hive がインストールされているクラスターのマスターノードに接続します。詳細に
ついては、「Amazon EMR 管理ガイド」の「SSH を使用してマスターノードに接続する」を参照し
てください。

4. 次のコマンドで Hive シェルを起動します。

hive

5. (オプション) HBase と Hive が同一のクラスターにある場合、これを行う必要はありません。Hive ク
ラスターの HBase クライアントを、データが含まれる HBase クラスターに接続します。次の例の
public-DNS-name は、HBase クラスターのマスターノードのパブリック DNS 名に置き換えます 
(例: ec2-50-19-76-67.compute-1.amazonaws.com)。

set hbase.zookeeper.quorum=public-DNS-name; 
     

6. 必要に応じて、HBase データに対して Hive クエリを実行するか、次の手順に進みます。

Hive から HBase データにアクセスするには

• Hive クラスターと HBase クラスターの間の接続が確立されたら（前述の手順を参照）、Hive に外部
テーブルを作成することで、HBase クラスターに格納されているデータにアクセスできます。

次の例では、マスターノードでの Hive プロンプトからの実行時に、inputTable という HBase テー
ブルに格納されているデータを参照する外部テーブルを作成しています。その後、Hive ステートメン
トで inputTable を参照し、HBase クラスターに格納されているデータに対してクエリを実行した
り、そのデータを変更したりできます。

set hbase.zookeeper.quorum=ec2-107-21-163-157.compute-1.amazonaws.com;

create external table inputTable (key string, value string) 
     stored by 'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler' 
      with serdeproperties ("hbase.columns.mapping" = ":key,f1:col1") 
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      tblproperties ("hbase.table.name" = "t1");

select count(key) from inputTable ;

HBase と Hive を組み合わせた高度なユースケースと例については、「Combine NoSQL and massively 
parallel analytics using Apache HBase and Apache Hive on Amazon EMR」という AWS ビッグデータブロ
グの投稿を参照してください。

HBase のスナップショットを使用する
HBase では、組み込みのスナップショット機能を使用して、テーブルの軽量バックアップが作成され
ます。EMR クラスターでは、EMRFS を使用してこれらのバックアップを Amazon S3 にエクスポート
することもできます。HBase シェルを使用すると、マスターノードのスナップショットも作成できま
す。このトピックでは、シェルを使用して対話方式で、あるいは AWS CLI または AWS SDK for Java で
command-runner.jar を使用する手順で、これらのコマンドを実行する方法を説明します。HBase バッ
クアップの他の種類については、HBase のドキュメントで「HBase Backup」の項を参照してください。

テーブルを使用してスナップショットを作成する
hbase snapshot create -n snapshotName -t tableName

AWS CLI からの command-runner.jar の使用

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
Args=[ "hbase", "snapshot", "create","-n","snapshotName","-t","tableName"]

AWS SDK for Java

HadoopJarStepConfig hbaseSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig() 
  .withJar("command-runner.jar") 
  .withArgs("hbase","snapshot","create","-n","snapshotName","-t","tableName");

Note

スナップショット名が一意でない場合、作成処理はリターンコード -1 または 255 で失敗にな
りますが、問題点を記述したエラーメッセージが表示されない可能性があります。同じスナップ
ショット名を使用するには、いったん削除してから再作成してください。

スナップショットの削除
hbase shell
>> delete_snapshot 'snapshotName'

スナップショット情報を表示する
hbase snapshot info -snapshot snapshotName
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Amazon S3 にスナップショットをエクスポートする
Important

スナップショットをエクスポートするときに -mappers 値を指定しないと、HBase は任意の計
算を使用してマッパーの数を判断します。この値は、テーブルサイズによっては非常に大きくな
る場合があり、エクスポート時のジョブの実行に悪影響を及ぼします。したがって、-mappers
パラメータ、-bandwidth パラメータ (帯域幅の消費をメガバイト/秒で指定)、または両方を指定
してエクスポートオペレーションで使用されるクラスターリソースを制限することをお勧めしま
す。または、使用量が低下する期間にスナップショットのエクスポートオペレーションを実行で
きます。

hbase snapshot export -snapshot snapshotName \
-copy-to s3://bucketName/folder -mappers 2

AWS CLI からの command-runner.jar の使用

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar",\
Args=[ "hbase", "snapshot", "export","-snapshot","snapshotName","-copy-
to","s3://bucketName/folder","-mappers","2","-bandwidth","50"]

AWS SDK for Java:

HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig() 
  .withJar("command-runner.jar") 
  .withArgs("hbase","snapshot","export", 
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to", 
      "s3://bucketName/folder", 
      "-mappers","2","-bandwidth","50");

Amazon S3 からスナップショットをインポートする
操作はインポートですが、ここで使用する HBase は export です。

sudo -u hbase hbase snapshot export \
-D hbase.rootdir=s3://bucketName/folder \
-snapshot snapshotName \
-copy-to hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2

AWS CLI からの command-runner.jar の使用

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Name="HBase Shell Step",Jar="command-runner.jar", \
Args=["sudo","-u","hbase","hbase snapshot export","-snapshot","snapshotName", \
"-D","hbase.rootdir=s3://bucketName/folder", \
"-copy-to","hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase","-mappers","2","-chmod","700"]

AWS SDK for Java:

HadoopJarStepConfig hbaseImportSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig() 
  .withJar("command-runner.jar") 
  .withArgs("sudo","-u","hbase","hbase","snapshot","export", "-D","hbase.rootdir=s3://path/
to/snapshot", 
      "-snapshot","snapshotName","-copy-to", 
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ショットからテーブルを復元する

      "hdfs://masterPublicDNSName:8020/user/hbase", 
      "-mappers","2","-chuser","hbase");

HBase シェル内のスナップショットからテーブルを復
元する
hbase shell
>> disable tableName
>> restore_snapshot snapshotName
>> enable tableName

HBase では現在、HBase シェルで見つかるスナップショットコマンドがすべてサポートされていません。
たとえば、スナップショットを復元する HBase コマンドラインオプションはないため、シェルで復元する
必要があります。つまり、command-runner.jar で Bash コマンドを実行する必要があります。

Note

ここで使用されているコマンドは echo であるため、Amazon EMR で実行されたコマンドが終了
コード 0 を返しても、シェルコマンドは失敗する可能性があります。ステップとしてシェルコマ
ンドを実行する場合は、ステップログを確認してください。

echo 'disable tableName; \
restore_snapshot snapshotName; \
enable tableName' | hbase shell

AWS CLI を使用するステップを次に示します。まず、以下の内容 snapshot.json ファイルを作成しま
す。

[ 
  { 
    "Name": "restore", 
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot 
 \"snapshotName\"; enable \"tableName\"' | hbase shell"], 
    "Jar": "command-runner.jar", 
    "ActionOnFailure": "CONTINUE", 
    "Type": "CUSTOM_JAR" 
  }
]

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./snapshot.json

AWS SDK for Java:

HadoopJarStepConfig hbaseRestoreSnapshotConf = new HadoopJarStepConfig() 
  .withJar("command-runner.jar") 
  .withArgs("bash","-c","echo $'disable \"tableName\"; restore_snapshot \"snapshotName\"; 
 enable \"snapshotName\"' | hbase shell");

HBase を設定する
デフォルトの HBase 設定はほとんどのアプリケーションで動作しますが、HBase 設定を変更することも
できます。そのためには、HBase 設定分類のプロパティを使用します。詳細については、「アプリケー
ションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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次の例では、Amazon S3 に格納されている設定ファイル myConfig.json に基づいて、代替の HBase 
ルートディレクトリを持つクラスターを作成します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --applications Name=HBase \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://s3.amazonaws.com/
mybucket/myfolder/myConfig.json

myConfig.json ファイルは、次の例に示すように、hbase.rootdir 設定分類の hbase-site プロパ
ティを指定します。ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal を、クラスターのマスターノードの内部 DNS 
ホスト名に置き換えます。

[ 
  { 
    "Classification":"hbase-site", 
    "Properties": { 
       "hbase.rootdir": "hdfs://ip-XXX-XX-XX-XXX.ec2.internal:8020/user/myCustomHBaseDir" 
    } 
  }
]

Note

Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタンスグループご
とに、クラスター設定を上書きして追加の設定分類を指定できます。これを行うには、Amazon 
EMR コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用します。
詳細については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照し
てください。

YARN でメモリ割り当てを変更する
HBase は YARN アプリケーションとして実行されていないため、YARN および YARN アプリケーショ
ンに割り当てられたメモリを再計算する必要があります。その結果、HBase がインストールされている
場合は YARN で全体的に使用可能なメモリ量が少なくなります。YARN アプリケーションと HBase を
同じクラスターに配置することを計画する場合は、この点を考慮する必要があります。メモリが 64 GB 
未満のインスタンスタイプではNodeManager、使用可能なメモリの半分が HBase に割り当てられます 
RegionServer。メモリが 64 GB を超えるインスタンスタイプの場合、HBase RegionServer のメモリは 32 
GB に制限されます。原則として、YARN MapReduce 設定メモリはリデューサータスクメモリの倍数で
す。

「タスクの構成設定のデフォルト値 (p. 1699)」のテーブルには、HBase に必要なメモリに基づいた YARN 
設定の変更が示されています。

HBase のポート番号
HBase 用に選択されている一部のポート番号は、デフォルト値と異なります。Amazon EMR の HBase 用
インスタンスおよびポートを次に示します。

HBase のポート

インターフェイス ポート プロトコル

HMaster 16000 TCP
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インターフェイス ポート プロトコル

HMaster UI 16010 HTTP

RegionServer 16020 TCP

RegionServer Info 16030 HTTP

REST サーバー 8070 HTTP

REST UI 8085 HTTP

Thrift サーバー 9090 TCP

Thrift サーバー UI 9095 HTTP

Important

Amazon EMR リリースバージョン 4.6.0 以降では、kms-http-port は 9700、kms-admin-
port は 9701 です。

最適化のための HBase サイト設定
HBase サイト設定の一部またはすべてを設定することで、アプリケーションのワークロード用に HBase 
クラスターを最適化できます。調査の出発点として次の設定を使用することをお勧めします。

zookeeper.session.timeout
デフォルトのタイムアウトは 40 秒 (40000 ミリ秒) です。リージョンサーバーがクラッシュしたとき、そ
のリージョンサーバーが存在しないことをマスターサーバーが認識し、回復処理を開始するのに要する時
間です。マスターサーバーの回復処理を高速化するには、この値を小さくして時間を短くします。次の例
では、30 秒、つまり 30000 ミリ秒を使用しています。

[ 
  { 
    "Classification":"hbase-site", 
    "Properties": { 
       "zookeeper.session.timeout": "30000" 
    } 
  }
]

hbase.regionserver.handler.count
リクエストをテーブルに提供するためにリージョンサーバーが開いたままにするスレッド数を定義しま
す。同時実行クライアント数が多い大きな書き込みバッファを使用するときに、ユーザーによるリージョ
ンサーバーの強制終了を防ぐため、デフォルトでは 10 という低い値が設定されています。大まかな方法
として、リクエストあたりのペイロードが MB 範囲に近いときは（big puts、ラージキャッシュを使用した 
scans）小さな値を、ペイロードが小さいときは（gets、small puts、ICV、deletes）、大きな値を指定し
ます。次の例では、開いているスレッドの数を 30 まで増やしています。

[ 
  { 
    "Classification":"hbase-site", 
    "Properties": { 
       "hbase.regionserver.handler.count": "30" 
    } 
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  }
]

hbase.hregion.max.filesize
このパラメータは、個別のリージョンのサイズ（バイト単位）を管理します。デフォルトで
は、1073741824 に設定されます。大量のデータを HBase クラスターに書き込んでおり、頻繁に分割が
発生する場合は、このサイズを増やすことで個別のリージョンを大きくします。分割は少なくなります
が、サーバー間におけるリージョンの負荷分散にかかる時間が長くさなります。

[ 
  { 
    "Classification":"hbase-site", 
    "Properties": { 
       "hbase.hregion.max.filesize": "1073741824" 
    } 
  }
]

hbase.hregion.memstore.flush.size
このパラメータは、ディスクにフラッシュする前の memstore の最大サイズ（バイト単位）を管理しま
す。デフォルトでは、134217728 です。ワークロードが書き込みオペレーションの短期バーストで構成
されている場合は、この制限を増やして、バースト中もすべての書き込みがメモリに収まるようにし、後
でディスクにフラッシュされるようにします。これにより、バースト中のパフォーマンスが向上すること
があります。

[ 
  { 
    "Classification":"hbase-site", 
    "Properties": { 
       "hbase.hregion.memstore.flush.size": "134217728" 
    } 
  }
]

HBase ユーザーインターフェイスを表示する
Note

HBase ユーザーインターフェイスは、デフォルトで安全ではない HTTP 接続を使用します。
セキュア HTTP (HTTPS) を有効にするには、HBase 構成 (p. 1839)で hbase-site 分類の
hbase.ssl.enabled プロパティを true に設定します。HBase ウェブ UI でセキュア HTTP 
(HTTPS) を使用する方法の詳細については、「Apache HBase リファレンスガイド」を参照して
ください。

HBase にはウェブベースのユーザーインターフェイスが用意されており、これを使用して HBase クラス
ターをモニタリングできます。Amazon EMR で HBase を実行するとき、ウェブインターフェイスはマス
ターノードで実行され、ポート転送を使用して表示できます。これは、SSH トンネルの作成とも呼ばれま
す。

HBase ユーザーインターフェイスを表示するには

1. SSH を使用してマスターノードにトンネル接続し、安全な接続を確立します。詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「オプション 2、パート 1: ダイナミックポートフォワーディングを
使用してマスターノードへの SSH トンネルをセットアップする」を参照してください。
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2. AWSドメイン用の SOCKS プロキシを作成するには、Firefox FoxyProxy 用プラグインなどのプロキ
シツールを備えた Web ブラウザをインストールします。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイ
ド」の「オプション 2、パート 2: マスターノードでホストされるウェブサイトを表示するようにプロ
キシを設定する」を参照してください。

3. プロキシを設定して SSH 接続を開いた状態で、ブラウザウィンドウに http: //:16010/master-status と
入力して HBase UI を表示できます。ここでmaster-public-dns-name、master-public-dns-
nameはクラスターのマスターノードのパブリック DNS アドレスです。

HBase は Hue で表示することもできます。たとえば、次の図では、「t1」で作成したテーブル HBase 
シェルを使用する (p. 1835) が示されています。

Hue の詳細については、「Hue (p. 2025)」を参照してください。

HBase ログファイルを表示する
HBase では、そのオペレーションの一環として、設定、デーモン、アクション、および例外に関する詳し
い情報をログファイルに書き込みます。これらのログファイルは、HBase で問題をデバッグするだけでな
く、パフォーマンスを追跡するときにも役に立ちます。
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ログファイルを Amazon S3 に保持するようクラスターを設定した場合、ログが Amazon S3 に書き込まれ
るのは 5 分ごとであり、最新のログファイルが利用できるようになるまでに若干の遅れが生じる可能性が
あるという点に注意する必要があります。

マスターノードで HBase ログを表示するには

• 現在の HBase ログを表示するには、SSH を使用してマスターノードに接続し、/var/log/hbase
ディレクトリに移動します。これらのログは、クラスターの起動時に Amazon S3 へのログを有効に
しない限り、クラスター終了後に使用できなくなります。

Amazon S3 で HBase ログを表示するには

• Amazon S3 で HBase ログおよび他のクラスターログにアクセスするには、また、クラスターの終了
後もこうしたログを利用できるようにするには、クラスターの作成時にこれらのログを受け取るよう 
Amazon S3 バケットを指定する必要があります。これは、--log-uri オプションを使用して行いま
す。クラスターのログ記録を有効にする方法の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「ロ
グ記録およびデバッグの設定 (オプション)」を参照してください。

Ganglia で HBase を監視する
Ganglia オープンソースプロジェクトは拡張可能な分散システムで、パフォーマンスへの影響を最小限
に抑えながら、クラスターやグリッドをモニタリングできるように設計されています。クラスターで 
Ganglia を有効にすると、レポートを生成し、クラスター全体のパフォーマンスを表示するだけでなく、
個別のノードインスタンスのパフォーマンスを調べることができます。Ganglia オープンソースプロジェ
クトの詳細については、http://ganglia.info/ を参照してください。Amazon EMR クラスターでの Ganglia の
使用の詳細については、「Ganglia (p. 1602)」を参照してください。

Ganglia を設定してクラスターを起動した後は、マスターノードで実行中のグラフィカルインターフェイ
スを使用して、Ganglia のグラフやレポートにアクセスできます。

Ganglia は /mnt/var/lib/ganglia/rrds/ ディレクトリのマスターノードにログファイルを保存しま
す。Amazon EMR の以前のリリースバージョンは /var/log/ganglia/rrds/ ディレクトリにログファ
イルを保存する場合があります。

AWS CLI を使用して Ganglia および HBase のクラスターを設定するには

• 以下のような create-cluster コマンドを使用します。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=HBase Name=Ganglia --use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3

Note

デフォルトの Amazon EMR サービスロールと Amazon EC2 インスタンスプロファイルが存
在しない場合、エラーが発生します。aws emr create-default-roles コマンドを使用
して作成してから、もう一度お試しください。

詳細については、「AWS CLI の Amazon EMR コマンド」を参照してください。

Ganglia のウェブインターフェイスで HBase メトリクスを表示するには

1. SSH を使用してマスターノードにトンネル接続し、安全な接続を確立します。詳細について
は、「Amazon EMR 管理ガイド」の「オプション 2、パート 1: ダイナミックポートフォワーディン
グを使用してマスターノードへの SSH トンネルをセットアップする」を参照してください。
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2. AWSドメイン用の SOCKS プロキシを作成するには、Firefox FoxyProxy 用プラグインなどのプロキ
シツールを備えた Web ブラウザをインストールします。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイ
ド」の「オプション 2、パート 2: マスターノードでホストされるウェブサイトを表示するようにプロ
キシを設定する」を参照してください。

3. プロキシを設定して SSH 接続を開いた状態で、ブラウザウィンドウに http://master-public-
dns-name/ganglia/ を開いて Ganglia メトリクスを表示できます。ここで、master-public-dns-
nameは HBase クラスター内のマスターサーバーのパブリック DNS アドレスです。

マスターノードで Ganglia ログファイルを表示するには

• クラスターが実行中の場合、ログファイルにアクセスするには、SSH を使用してマスターノードに
接続し、/mnt/var/lib/ganglia/rrds/ ディレクトリに移動します。EMR 3.x の場合、/var/
log/ganglia/rrds ディレクトリに移動します。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の
「SSH を使用してマスターノードに接続する」を参照してください。

Amazon S3 で Ganglia ログファイルを表示するには

• クラスターのログを有効にしても、Ganglia ログファイルは自動的に Amazon S3 に書き込まれませ
ん。Amazon S3 で Ganglia ログファイルを表示するには、/mnt/var/lib/ganglia/rrds/ から 
S3 バケットにログを手動でプッシュする必要があります。

HBase の以前のバージョンからの移行
HBase の以前のバージョンからデータを移行するには、Apache HBase リファレンスガイドの
「Upgrading」および「HBase version number and compatibility」を参照してください。HBase の 1.0 
バージョンより以前のバージョンからアップグレードする場合は、要件に特にご注意ください。

HBase リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている HBase のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

HBase バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 2.4.15 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
wal-cli, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, hbase-
rest-server, hbase-thrift-server, 
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント
hbase-operator-tools, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr 6.9.0 2.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, hbase-
operator-tools, zookeeper-client, 
zookeeper-server

emr 6.8.0 2.4.12 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, hbase-
operator-tools, zookeeper-client, 
zookeeper-server

emr 6.7.0 2.4.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, hbase-
operator-tools, zookeeper-client, 
zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.36.0 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-6.0 2.4.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, hbase-
operator-tools, zookeeper-client, 
zookeeper-server

emr-5.35.0 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr 6.5.0 2.4.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-6.4.0 2.4.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-6.3.1 2.2.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.3.0 2.2.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-6.2.1 2.2.6-amzn-0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-6.2.0 2.2.6-amzn-0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.1.1 2.2.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-6.1.0 2.2.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-6.0.1 2.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.0.0 2.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

EMR-5.34.0 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.33.1 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.33.0 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.32.1 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.32.0 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.31.1 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.31.0 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.30.2 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.30.1 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.30.0 1.4.13 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.29.0 1.4.10 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.28.1 1.4.10 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.28.0 1.4.10 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.27.1 1.4.10 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.27.0 1.4.10 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.26.0 1.4.10 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.25.0 1.4.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.24.1 1.4.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.24.0 1.4.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.23.1 1.4.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.23.0 1.4.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.22.0 1.4.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.21.2 1.4.8 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.21.1 1.4.8 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.21.0 1.4.8 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.20.1 1.4.8 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.20.0 1.4.8 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.19.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.19.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.18.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.18.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.17.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

1861



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
HBase リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.17.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.17.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.16.1 1.4.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.16.0 1.4.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.15.1 1.4.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.15.0 1.4.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.14.2 1.4.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.14.1 1.4.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.14.0 1.4.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.13.1 1.4.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.13.0 1.4.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.12.3 1.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.12.2 1.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.12.1 1.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.12.0 1.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.11.4 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.11.3 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.11.2 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.11.1 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.11.0 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.10.1 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.10.0 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.9.1 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.9.0 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

1869



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
HBase リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
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emr-5.8.3 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.8.2 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.8.1 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.8.0 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.7.1 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.7.0 1.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.6.1 1.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.6.0 1.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.5.4 1.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.5.3 1.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.5.2 1.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.5.1 1.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.5.0 1.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.4.1 1.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.4.0 1.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.3.2 1.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.3.1 1.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.3.0 1.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.2.3 1.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.2.2 1.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.2.1 1.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.2.0 1.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.1.1 1.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.1.0 1.2.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-5.0.3 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-5.0.0 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.9.6 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-4.9.5 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.9.4 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.9.3 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-4.9.2 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.9.1 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.8.5 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-4.8.4 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.8.3 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.8.2 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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emr-4.8.0 1.2.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.7.4 1.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.7.2 1.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル HBase バージョン HBase でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.7.1 1.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.7.0 1.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-kms-
server, hadoop-mapred, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hbase-
hmaster, hbase-client, hbase-
region-server, hbase-rest-server, 
hbase-thrift-server, zookeeper-
client, zookeeper-server

emr-4.6.0 1.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, hbase-
rest-server, hbase-thrift-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

1883



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド

Apache HCatalog
HCatalog は、Pig、Spark SQL、 MapReduce および/またはカスタムアプリケーション内の Hive メタス
トアテーブルにアクセスできるようにするツールです。HCatalog には、テーブルの作成やその他のオペ
レーションに使用できる REST インターフェイスおよびコマンドラインクライアントがあります。その
後、HCatalog ライブラリを使用してテーブルにアクセスするアプリケーションを記述します。詳細につ
いては、「Using HCatalog」を参照してください。HCatalog は、Amazon EMR リリースバージョン 4.4.0 
以降に含まれています。

Amazon EMR リリースバージョン 5.8.0 以降の HCatalog は、Hive のメタストアとしての AWS Glue Data 
Catalog の使用をサポートしています。詳細については、「Hive のメタストアとしての AWS Glue Data 
Catalog の使用」を参照してください。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている HCatalog のバージョンと、Amazon 
EMR で HCatalog と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで HCatalog と共にインストールされるコンポーネントのバージョンで HCatalog と共にイン
ストールされるコンポーネントのバージョンバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.10.

Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント

emr-6.10.0 HCatalog 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている HCatalog のバージョンと、Amazon 
EMR で HCatalog と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで HCatalog と共にインストールされるコンポーネントのバージョンで HCatalog と共にイン
ストールされるコンポーネントのバージョンバージョン (p. 270)」を参照してください。

emr-5.36.

Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント

emr-5.36.0 HCatalog 2.3.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
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Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

トピック
• HCatalog を使用したクラスターの作成 (p. 1885)
• HCatalog の使用 (p. 1885)
• 例: HCatalog テーブルを作成して Pig を使用して書き込む (p. 1888)
• HCalog リリース履歴 (p. 1889)

HCatalog を使用したクラスターの作成
HCatalog は Hive プロジェクトに含まれていますが、お客様のアプリケーションとしてインストールする
必要があります。

コンソールを使用し、HCatalog がインストールされた状態でクラスターを起動するには

次の手順では、HCatalog がインストールされたクラスターを作成します。詳細オプションなど、コンソー
ルを使用したクラスター作成の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスターの計画と構
成」を参照してください。

1. Amazon EMR https://console.aws.amazon.com/emr
2. [Create cluster (クラスターの作成)] を選択して [Quick Create (クイック作成)] を使用します。
3. [Software Configuration (ソフトウェア設定)] フィールドで、Amazon Release Version emr-4.4.0 以降

を選択します。
4. [Select Applications (アプリケーションの選択)] フィールドで、[All Applications (すべてのアプリケー

ション)] または [HCatalog] を選択します。
5. 必要に応じて他のオプションを選択し、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

AWS CLI を使用して HCatalog がインストールされたクラスターを起動するには

• 次のコマンドを使用してクラスターを作成します。
Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Cluster with Hcat" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=HCatalog --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles

HCatalog の使用
Hive メタストアを使用するさまざまなアプリケーション内で HCatalog を使用できます。このセクション
の例は、テーブルを作成し、それをPigおよびSpark SQLのコンテキストで使用する方法を示しています。
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HCatalog HStorer の使用時に直接書き込みを無効にす
る
アプリケーションで Amazon S3 に保存されている HCatalogCatStorer 例えば、Pig 
の STORE コマンドを使用するときや、HCatalog テーブルを Amazon S3 に書き込
む Sqoop ジョブを実行するときに、直接書き込みを無効にします。直接書き込み機
能を無効にするには、mapred.output.direct.NativeS3FileSystem および
mapred.output.direct.EmrFileSystem を false に設定します。次の例は、Javaを使用してこれら
の構成を設定する方法を示しています。

Configuration conf = new Configuration();  
conf.set("mapred.output.direct.NativeS3FileSystem", "false");  
conf.set("mapred.output.direct.EmrFileSystem", "false");

HCat CLI を使用してテーブルを作成しそのデータを 
Pig で使用する
クラスターで次のスクリプト (impressions.q) を作成します。

CREATE EXTERNAL TABLE impressions ( 
    requestBeginTime string, adId string, impressionId string, referrer string,  
    userAgent string, userCookie string, ip string 
  ) 
  PARTITIONED BY (dt string) 
  ROW FORMAT  
    serde 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe' 
    with serdeproperties ( 'paths'='requestBeginTime, adId, impressionId, referrer, 
 userAgent, userCookie, ip' ) 
  LOCATION 's3://[your region].elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/';
ALTER TABLE impressions ADD PARTITION (dt='2009-04-13-08-05');

HCat CLI を使用してスクリプトを実行します。

% hcat -f impressions.q
Logging initialized using configuration in file:/etc/hive/conf.dist/hive-log4j.properties
OK
Time taken: 4.001 seconds
OK
Time taken: 0.519 seconds

Grunt シェルを開き、impressions にあるデータにアクセスします。

% pig -useHCatalog -e "A = LOAD 'impressions' USING 
 org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatLoader();  
B = LIMIT A 5;  
dump B;"
<snip>
(1239610346000,m9nwdo67Nx6q2kI25qt5On7peICfUM,omkxkaRpNhGPDucAiBErSh1cs0MThC,cartoonnetwork.com,Mozilla/4.0 
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FunWebProducts; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; 
 Media Center PC 5.0; .NET,wcVWWTascoPbGt6bdqDbuWTPPHgOPs,69.191.224.234,2009-04-13-08-05)
(1239611000000,NjriQjdODgWBKnkGJUP6GNTbDeK4An,AWtXPkfaWGOaNeL9OOsFU8Hcj6eLHt,cartoonnetwork.com,Mozilla/4.0 
 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 
 1.1.4322),OaMU1F2gE4CtADVHAbKjjRRks5kIgg,57.34.133.110,2009-04-13-08-05)
(1239610462000,Irpv3oiu0I5QNQiwSSTIshrLdo9cM1,i1LDq44LRSJF0hbmhB8Gk7k9gMWtBq,cartoonnetwork.com,Mozilla/4.0 
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; 
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
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(1239611007000,q2Awfnpe0JAvhInaIp0VGx9KTs0oPO,s3HvTflPB8JIE0IuM6hOEebWWpOtJV,cartoonnetwork.com,Mozilla/4.0 
 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; 
 InfoPath.1),QSb3wkLR4JAIut4Uq6FNFQIR1rCVwU,42.174.193.253,2009-04-13-08-05)
(1239610398000,c362vpAB0soPKGHRS43cj6TRwNeOGn,jeas5nXbQInGAgFB8jlkhnprN6cMw7,cartoonnetwork.com,Mozilla/4.0 
 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 
 1.1.4322),k96n5PnUmwHKfiUI0TFP0TNMfADgh9,51.131.29.87,2009-04-13-08-05)
7120 [main] INFO  org.apache.pig.Main  - Pig script completed in 7 seconds and 199 
 milliseconds (7199 ms)
16/03/08 23:17:10 INFO pig.Main: Pig script completed in 7 seconds and 199 milliseconds 
 (7199 ms)

Spark SQL を使用してテーブルにアクセスする
この例では、 DataFrame 最初の例で作成したテーブルから Spark を作成し、最初の 20 行を表示します。

% spark-shell --jars /usr/lib/hive-hcatalog/share/hcatalog/hive-hcatalog-core-1.0.0-
amzn-3.jar
<snip>
scala> val hiveContext = new org.apache.spark.sql.hive.HiveContext(sc);
scala> val df = hiveContext.sql("SELECT * FROM impressions")
scala> df.show()
<snip>
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: ResultStage 0 (show at <console>:32) finished in 
 10.702 s
16/03/09 17:18:46 INFO DAGScheduler: Job 0 finished: show at <console>:32, took 10.839905 s
+----------------+--------------------+--------------------+------------------
+--------------------+--------------------+--------------+----------------+
|requestbegintime|                adid|        impressionid|          referrer|           
 useragent|          usercookie|            ip|              dt|
+----------------+--------------------+--------------------+------------------
+--------------------+--------------------+--------------+----------------+
|   1239610346000|m9nwdo67Nx6q2kI25...|omkxkaRpNhGPDucAi...|cartoonnetwork.com|Mozilla/4.0 
 (comp...|wcVWWTascoPbGt6bd...|69.191.224.234|2009-04-13-08-05|
|   1239611000000|NjriQjdODgWBKnkGJ...|AWtXPkfaWGOaNeL9O...|cartoonnetwork.com|Mozilla/4.0 
 (comp...|OaMU1F2gE4CtADVHA...| 57.34.133.110|2009-04-13-08-05|
|   1239610462000|Irpv3oiu0I5QNQiwS...|i1LDq44LRSJF0hbmh...|cartoonnetwork.com|Mozilla/4.0 
 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
|   1239611007000|q2Awfnpe0JAvhInaI...|s3HvTflPB8JIE0IuM...|cartoonnetwork.com|Mozilla/4.0 
 (comp...|QSb3wkLR4JAIut4Uq...|42.174.193.253|2009-04-13-08-05|
|   1239610398000|c362vpAB0soPKGHRS...|jeas5nXbQInGAgFB8...|cartoonnetwork.com|Mozilla/4.0 
 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610600000|cjBTpruoaiEtqLuMX...|XwlohBSs8Ipxs1bRa...|cartoonnetwork.com|Mozilla/4.0 
 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610804000|Ms3eJHNAEItpxvimd...|4SIj4pGmgVLl625BD...|cartoonnetwork.com|Mozilla/4.0 
 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610872000|h5bccHX6wJReDi1jL...|EFAWIiBdVfnxwAMWP...|cartoonnetwork.com|Mozilla/4.0 
 (comp...|k96n5PnUmwHKfiUI0...|  51.131.29.87|2009-04-13-08-05|
|   1239610365000|874NBpGmxNFfxEPKM...|xSvE4XtGbdtXPF2Lb...|cartoonnetwork.com|Mozilla/5.0 
 (Maci...|eWDEVVUphlnRa273j...| 22.91.173.232|2009-04-13-08-05|
|   1239610348000|X8gISpUTSqh1A5reS...|TrFblGT99AgE75vuj...|       corriere.it|Mozilla/4.0 
 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610743000|kbKreLWB6QVueFrDm...|kVnxx9Ie2i3OLTxFj...|       corriere.it|Mozilla/4.0 
 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610812000|9lxOSRpEi3bmEeTCu...|1B2sff99AEIwSuLVV...|       corriere.it|Mozilla/4.0 
 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610876000|lijjmCf2kuxfBTnjL...|AjvufgUtakUFcsIM9...|       corriere.it|Mozilla/4.0 
 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610941000|t8t8trgjNRPIlmxuD...|agu2u2TCdqWP08rAA...|       corriere.it|Mozilla/4.0 
 (comp...|tX1sMpnhJUhmAF7AS...|   55.35.44.79|2009-04-13-08-05|
|   1239610490000|OGRLPVNGxiGgrCmWL...|mJg2raBUpPrC8OlUm...|       corriere.it|Mozilla/4.0 
 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
|   1239610556000|OnJID12x0RXKPUgrD...|P7Pm2mPdW6wO8KA3R...|       corriere.it|Mozilla/4.0 
 (comp...|r2k96t1CNjSU9fJKN...|   71.124.66.3|2009-04-13-08-05|
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|   1239610373000|WflsvKIgOqfIE5KwR...|TJHd1VBspNcua0XPn...|       corriere.it|Mozilla/5.0 
 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610768000|4MJR0XxiVCU1ueXKV...|1OhGWmbvKf8ajoU8a...|       corriere.it|Mozilla/5.0 
 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610832000|gWIrpDiN57i3sHatv...|RNL4C7xPi3tdar2Uc...|       corriere.it|Mozilla/5.0 
 (Maci...|fj2L1ILTFGMfhdrt3...| 75.117.56.155|2009-04-13-08-05|
|   1239610789000|pTne9k62kJ14QViXI...|RVxJVIQousjxUVI3r...|        pixnet.net|Mozilla/5.0 
 (Maci...|1bGOKiBD2xmui9OkF...| 33.176.101.80|2009-04-13-08-05|
+----------------+--------------------+--------------------+------------------
+--------------------+--------------------+--------------+----------------+
only showing top 20 rows

scala> 

例: HCatalog テーブルを作成して Pig を使用して書
き込む

Amazon S3 のデータソースでCatStorer HCatalog HCatalogでは、直接書き込み
を無効にする必要があります。無効にしないと操作が警告なしに失敗します。
および mapred.output.direct.NativeS3FileSystem 構成の両方を、
mapred.output.direct.EmrFileSystem 分類を使用することで、 false またはGruntシェル内から
mapred-site 手動で設定します。次の例では、HCat CLI を使用して作成されたテーブルと、Amazon S3 
内のサンプルデータファイルからテーブルに値を設定するために Grunt シェルで実行されるコマンドを示
しています。

この例を実行するには、SSH を使用してマスターノードに接続します。

次の内容の HCatalog スクリプトファイルを作成します。これにより、という名前の HCatalog テーブルが
作成されますwikicount。wikicount.q

CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS wikicount(  
col1 string,  
col2 bigint  
)  
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\001'  
STORED AS ORC  
LOCATION 's3://MyBucket/hcat/wikicount'; 
         

HCat CLIコマンドを使用してファイルからスクリプトを実行します。

hcat -f wikicount.q

次に、 -useHCatalog オプションでGruntシェルを起動し、直接書き込みを無効にするように構成を設定
し、S3の場所からデータを読み込み、その結果をwikicountテーブルに書き込みます。

pig -useHCatalog
SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false;  
SET mapred.output.direct.EmrFileSystem false;  
A = LOAD 's3://support.elasticmapreduce/training/datasets/wikistats_tiny/' USING 
 PigStorage(' ') AS (Site:chararray, page:chararray, views:int, total_bytes:long);  
B = GROUP A BY Site;  
C = FOREACH B GENERATE group as col1, COUNT(A) as col2;  
STORE C INTO 'wikicount' USING org.apache.hive.hcatalog.pig.HCatStorer();
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HCalog リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている HCatalog のバージョンと、アプリケーション
と共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

HCatalog のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント

emr-6.10.0 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr 6.9.0 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr 6.8.0 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-6.7.0 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
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nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-5.36.0 2.3.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-6.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-5.35.0 2.3.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server
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emr 6.5.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-6.4.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-6.3.1 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-6.3.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server
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emr-6.2.1 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-6.2.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-6.1.1 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-6.1.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server
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emr-6.0.1 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-6.0.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

EMR-5.34.0 2.3.8 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-5.33.1 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server
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emr-5.33.0 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-5.32.1 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-5.32.0 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-5.31.1 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server
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emr-5.31.0 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-5.30.2 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-5.30.1 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server

emr-5.30.0 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mariadb-server
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emr-5.29.0 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.28.1 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.28.0 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.27.1 2.3.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.27.0 2.3.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.26.0 2.3.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.25.0 2.3.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.24.1 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.24.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.23.1 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.23.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.22.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.21.2 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.21.1 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.21.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.20.1 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.20.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.19.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.19.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.18.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.18.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.17.2 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.17.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.17.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.16.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.16.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.15.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.15.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.14.2 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.14.1 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.14.0 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.13.1 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.13.0 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.12.3 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.12.2 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.12.1 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.12.0 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.11.4 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.11.3 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.11.2 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.11.1 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.11.0 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.10.1 2.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.10.0 2.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.9.1 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.9.0 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.8.3 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.8.2 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.8.1 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.8.0 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.7.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.7.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.6.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.6.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.5.4 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.5.3 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.5.2 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.5.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.5.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.4.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.4.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.3.2 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.3.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.3.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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emr-5.2.3 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.2.2 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.2.1 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.2.0 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント

emr-5.1.1 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.1.0 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.0.3 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-5.0.0 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

1913



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
HCalog リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント

emr-4.9.6 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.9.5 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.9.4 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.9.3 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント

emr-4.9.2 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.9.1 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.8.5 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.8.4 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント

emr-4.8.3 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.8.2 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.8.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.7.4 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server
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Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント

emr-4.7.2 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.7.1 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.7.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, 
mysql-server

emr-4.6.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, hive-
metastore-server, mysql-server
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Amazon EMR リリースラベル HCatalog バージョン HCatalog でインストールされる
コンポーネント

emr-4.5.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, hive-
metastore-server, mysql-server

emr-4.4.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-mapred, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hcatalog-
client, hcatalog-server, hcatalog-
webhcat-server, hive-client, hive-
metastore-server, mysql-server
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Apache Hive
Hive はオープンソースのデータウェアハウス兼分析パッケージで、Hadoop クラスター上で動作しま
す。Hive スクリプトは、Hive QL (クエリ言語) という SQL に似た言語を使用しています。この言語は
プログラミングモデルを抽象化しており、データウェアハウスとの一般的なやりとりをサポートしま
す。Hive を使用すると、有向非循環グラフ (DAG) や Java MapReduce などの下位レベルのコンピュー
ター言語でプログラムに基づいて Tez ジョブを作成するという複雑さを回避できます。

Hive は、シリアライズ形式を取り込むことで、SQL の枠組みを拡張しています。また、データ自体は操作
せずにデータと一致するテーブルスキーマを作成することで、クエリ処理をカスタマイズすることもでき
ます。SQL は日付、数値、文字列などのプリミティブなデータ型のみサポートしていますが、Hive テーブ
ルの値は JSON オブジェクト、ユーザー定義のデータ型、Java で記述した関数などの構造化された要素で
す。

Hive の詳細については、http://hive.apache.org/ を参照してください。

次の表は、Amazon EMR 6.x x シリーズの最新リリースに含まれている Hive のバージョンと、Amazon 
EMR でインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Hive インストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.10.10.10.10.10.10.10.3.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1.0 の Hive バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Hive 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, tez-
on-worker, zookeeper-client, 
zookeeper-server

次の表は、Amazon EMR 5.5.x シリーズの最新リリースに含まれている Hive のバージョンと、Amazon 
EMR 5.x のバージョンと、Amazon EMR のバージョンと、Amazon EMR 5.x のバージョンと、Amazon 
EMR 5.x のバージョンと、Amazon EMR 5.x のバージョンと、Amazon EMR 5.x のバージョン
と、Amazon EMR

このリリースで Hive インストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
5.36.36.3.36.6.3.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)」を参照してください。
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emr-5.36.36.36.36.3.0 の Hive バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

EMR 5.36.0 Hive 2.3.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn

Amazon EMR 5.18.0 以降では、Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用し、特定の Amazon 
EMR リリースで利用可能なライブラリおよび依存関係の正確なバージョンに対してジョブコードをビル
ドできます。詳細については、「Amazon EMR アーティファクトリポジトリを使用して依存関係を確認す
る (p. 1532)」を参照してください。

トピック
• Amazon EMR 上の Hive の相違点と考慮事項 (p. 1920)
• Hive の外部メタストアの設定 (p. 1925)
• Hive JDBC ドライバの使用 (p. 1932)
• Hive パフォーマンスの向上 (p. 1934)
• Hive ライブロングアンドプロセス (LLAP) の使用 (p. 1937)
• Hive での暗号化 (p. 1939)
• Hive リリース履歴 (p. 1943)

Amazon EMR 上の Hive の相違点と考慮事項
Amazon EMR 上の Apache Hive と Apache Hive の相
違点
このセクションでは、Amazon EMR 上の Hive と http://svn.apache.org/viewvc/hive/branches/ で入手でき
るデフォルトバージョンの Hive の相違点について説明します。

Hive 認可
Amazon EMR は、EMRFS と Amazon S3 ではなく HDFS の Hive 認可をサポートします。Amazon EMR 
クラスターは、デフォルトで認可が無効な状態で実行されます。

Amazon S3 での Hive ファイルマージ動作
Apache Hive は hive.merge.mapfiles が true の場合はマップのみジョブの最後に小さいファイルを
マージし、マージはジョブの平均出力サイズが hive.merge.smallfiles.avgsize 設定未満の場合に
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のみトリガされます。最終出力パスが HDFS 内にある場合は、Amazon EMR Hive でも動作はまったく同
じです。出力パスが Amazon S3 内の場合、hive.merge.smallfiles.avgsize パラメータは無視され
ます。その場合、hive.merge.mapfiles が true に設定されているとマージタスクが常にトリガされ
ます。

ACID トランザクションおよび Amazon S3
Amazon EMR 6.1.0 以降では、Hive ACID (不可分性、整合性、分離性、耐久性) トランザクションを
サポートしているため、データベースの ACID プロパティに準拠しています。この機能を使用する
と、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のデータを使用して Hive マネージドテーブルで 
INSERT、UPDATE、DELETE および MERGE の各オペレーションを実行できます。

Hive Live Long and Process (LLAP)
デフォルトの Apach Hive のバージョン 2.0 で追加された LLAP 機能は、Amazon EMR リリース 5.0 の 
Hive 2.1.0 ではサポートされません。

Amazon EMR バージョン 6.0.0 以降では、Hive の Live Long and Process (LLAP) 機能をサポートしていま
す。詳細については、「Hive LLAP の使用」を参照してください。

Amazon EMR リリースバージョン 4.x と 5.x の Hive 
の相違点
このセクションでは、Amazon EMR リリース 4.x 上の Hive バージョン 1.0.0 から Amazon EMR リリース 
5.x 上の Hive 2.x に Hive の実装を移行する前に考慮すべき相違点について説明します。

運用面での相違点と考慮事項
• ACID (不可分性、整合性、分離、耐久性) トランザクション Support の追加: Amazon EMR 4.x 上の Hive 

1.0.0 とデフォルトの Apache Hive のこの相違点は排除されています。
• Amazon S3 への直接書き込みは不要になりました。Amazon EMR 上の Hive 1.0.0 とデフォルトの 

Apache Hive のこの相違点は排除されています。Amazon EMR リリース 5.x 上の Hive 2.1.0 は、現
在、Amazon S3 に保存される一時ファイルの作成、読み取り、書き込みを行います。結果として、同じ
表の読み取りと書き込みのために、対処法としてクラスターのローカル HDFS ファイルシステムに一時
テーブルを作成する必要はなくなります。バージョニング対応バケットを使用する場合、これらの一時
ファイルを必ず以下のように管理してください。

• Amazon S3 バージョン対応バケットを使用する際の一時ファイルの管理: 生成されたデータの出力先が 
Amazon S3 である Hive クエリを実行すると、多くの一時ファイルとディレクトリが作成されます。こ
れは、前述の新しい動作です。バージョニング対応 S3 バケットを使用する場合、これらの一時ファイ
ルのために Amazon S3 が煩雑になり、削除されないならコストが発生します。/_tmp プレフィックス
が付けられたデータが 5 日などの短期間で削除されるように、ライフサイクルルールを調整します。詳
細については、「ライフサイクル設定の指定」を参照してください。

• Log4j が log4j 2 に更新されました: log4j を使用する場合は、このアップグレードのため、ログ構成に変
更が必要な場合があります。詳細については、Apache log4j 2 を参照してください。

パフォーマンスの相違点と考慮事項
• Tez とのパフォーマンスの違い: Amazon EMR リリース 5.x では、の代わりに Tez が Hive MapReduce 

のデフォルトの実行エンジンです。Tez は、ほとんどのワークフローでパフォーマンスを向上させま
す。

• パーティションの多いテーブル: 多数の動的パーティションを生成するクエリは失敗する可能性があり、
多数のパーティションを含むテーブルから選択するクエリの実行には予想以上に時間がかかる場合があ
ります。たとえば、100,000 個のパーティションからの選択には 10 分以上かかる場合があります。
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Amazon EMR での Hive の追加機能
Amazon EMR は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や DynamoDB への読み取りや書き込み
の機能など、他の AWS サービスとの Hive の統合をサポートする新機能で Hive を拡張します。

Hive の変数
Hive の引数スクリプト内で変数を使用するには、ドル記号と中括弧を使用します。

add jar ${LIB}/jsonserde.jar 
         

これらの変数の値を Hive に渡すには、次の例で示すようにコマンドラインで -d パラメータを使用しま
す。

-d LIB=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib 
         

また、Hive スクリプトを実行するステップに値を渡すこともできます。

コンソールを使用して Hive のステップに変数値を渡すには

1. Amazon EMR コンソール (https://console.aws.amazon.com/emr) を開きます。
2. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
3. [Steps] セクションの [Add Step] で、リストから [Hive Program] を選択し、[Configure and add] を選

択します。
4. [Add Step] ダイアログで、次の表を参考にしながらパラメータを指定し、[Add] を選択します。

フィールド アクション

スクリプト S3 場
所*

Amazon S3 でスクリプトがある場所の URI を指定します。値は
BucketName/path/の形式でなければなりませんScriptName。例: s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-
stats.q。

S3 の場所の入力 Amazon S3 で入力ファイルがある場所の URI を指定します (オプション)。
値は BucketName/path/の形式でなければなりません。指定すると、この値
は INPUT という名前のパラメータとして Hive スクリプトに渡されます。例:
s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/。

S3 の場所の出力 Amazon S3 で出力を保存する場所の URI を指定します (オプション)。値は
BucketName/path の形式でなければなりません。指定すると、この値は
OUTPUT という名前のパラメータとして Hive スクリプトに渡されます。例:
s3://mybucket/hive-ads/output/。

引数 引数のリスト（スペース区切りの文字列）を入力し、Hive に渡します（オプ
ション）。${SAMPLE} という名前の Hive スクリプトでパス変数を定義した場
合の例: ）

CREATE EXTERNAL TABLE logs (requestBeginTime STRING, requestEndTime 
 STRING, hostname STRING) PARTITIONED BY (dt STRING) \
ROW FORMAT serde 'com.amazon.elasticmapreduce.JsonSerde'  

1922

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


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Amazon EMR での Hive の追加機能

フィールド アクション
WITH SERDEPROPERTIES ( 'paths'='requestBeginTime, requestEndTime, 
 hostname' ) LOCATION '${SAMPLE}/tables/impressions'; 

変数の値を渡すには、[Arguments] ウィンドウに次のように入力します。

-d SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/.

Action on Failure エラーに反応しているクラスターを判断します。この設定に使用できる値は次
のとおりです。

• クラスターの終了: ステップが失敗した場合は、クラスターを終了します。ク
ラスターの停止保護が有効で、キープアライブが有効な場合は、クラスター
は停止されません。

• キャンセルしてお待ちください: 手順が失敗した場合は、残りの手順をキャン
セルします。クラスターのキープアライブが有効な場合、クラスターは停止
されません。

• 続行: ステップが失敗した場合は、次の手順に進んでください。

5. 必要に応じて値を選択し、[Create cluster] を選択します。

AWS CLI を使用して Hive のステップに変数値を渡すには

AWS CLI を使用して Hive のステップに変数値を渡すには、--steps パラメータを使用し、引数リストを
含めます。

• Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Test cluster" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Hive Name=Pig --use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey --
instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Hive,Name="Hive Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/libs/response-time-stats.q,-d,INPUT=s3://
elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables,-d,OUTPUT=s3://mybucket/hive-ads/output/,-
d,SAMPLE=s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/]

AWS CLI での Amazon EMR コマンドの使用の詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/cli/ 
latest/reference/emr」を参照してください。

Java SDK を使用して Hive のステップに変数値を渡すには

• 次の例は、SDK を使用してステップに変数を渡す方法を示しています。詳細については、AWS SDK 
for JavaAPI StepFactory リファレンスの「クラス」を参照してください。

StepFactory stepFactory = new StepFactory(); 

   StepConfig runHive = new StepConfig() 
     .withName("Run Hive Script") 
     .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW") 
     .withHadoopJarStep(stepFactory.newRunHiveScriptStep(“s3://mybucket/script.q”, 
      Lists.newArrayList(“-d”,”LIB= s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/lib”));
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部分 DynamoDB スキーマに対応するための Amazon EMR Hive 
クエリ
Amazon EMR Hive は、DynamoDB テーブルをクエリすると、すべての列をクエリに含める必要はなく、
データをフィルターできる列のサブセットを指定できるので、柔軟性が最大になります。この部分スキー
マクエリの手法は、スパースデータベーススキーマを使用し、タイムスタンプでのフィルタのように少数
の列に基づいてレコードをフィルタする場合に効果的です。

以下の例では、Hive クエリの使用方法を示します。

• DynamoDB テーブルを作成する。
• DynamoDB で項目 (行) のサブセットを選択し、データを特定の列までさらに絞り込む。
• 結果のデータを Amazon S3 にコピーする。

DROP TABLE dynamodb;  
DROP TABLE s3;

CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, fullColumn 
 map<String, String>) 
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
    TBLPROPERTIES (  
     "dynamodb.table.name" = "myTable", 
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",  
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");  

CREATE EXTERNAL TABLE s3(map<String, String>) 
     ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','  
     LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

INSERT OVERWRITE TABLE s3 SELECT item fullColumn FROM dynamodb WHERE recordTimeStamp < 
 "2012-01-01";

次の表では、DynamoDB から項目の任意の組み合わせを選択するためのクエリ構文を示します。

クエリの例 結果の説明

SELECT * FROM table_name; 特定のテーブルからすべての項目（行）を選択し、そ
れらの項目で使用できるすべての列のデータを含めま
す。

SELECT * FROM table_name WHERE
field_name =value;

特定のテーブルから一部の項目（行）を選択し、それ
らの項目で使用できるすべての列のデータを含めま
す。

SELECT column1_name, column2_name,
column3_name FROM table_name;

特定のテーブルからすべての項目（行）を選択し、そ
れらの項目で使用できる一部の列のデータを含めま
す。

SELECT column1_name, column2_name,
column3_name FROM table_name WHERE
field_name =value;

特定のテーブルから一部の項目（行）を選択し、それ
らの項目で使用できる一部の列のデータを含めます。
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異なる AWS リージョン内の DynamoDB テーブル間でデータを
コピーする
Amazon EMR Hive には、DynamoDB テーブルごとに設定できる dynamodb.region プロパティがあり
ます。2 つのテーブルで dynamodb.region の設定が異なると、指定されたリージョンの間でテーブル間
のデータのコピーが自動的に行われます。

次の例では、dynamodb.region プロパティが設定された Hive スクリプトを含む DynamoDB テーブルの
作成方法を示します。

Note

テーブルリージョンごとのプロパティは、グローバル Hive プロパティをオーバーライドします。

CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String, String> 
 fullColumn) 
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
    TBLPROPERTIES (  
     "dynamodb.table.name" = "myTable", 
     "dynamodb.region" = "eu-west-1",  
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".1000",  
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");

テーブルごとに DynamoDB スループット値を設定する
Amazon EMR Hive では、テーブル定義で DynamoDB readThroughputPercent writeThroughputPercent 
と設定をテーブルごとに設定できます。以下の Amazon EMR Hive スクリプトでは、スループット値
の設定方法を示します。DynamoDB スループット値の詳細については、「Specifying Read and Write 
Requirements for Tables」を参照してください。

CREATE EXTERNAL TABLE dynamodb(hashKey STRING, recordTimeStamp BIGINT, map<String, String> 
 fullColumn) 
    STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
    TBLPROPERTIES (  
     "dynamodb.table.name" = "myTable", 
     "dynamodb.throughput.read.percent" = ".4", 
     "dynamodb.throughput.write.percent" = "1.0", 
     "dynamodb.column.mapping" = "hashKey:HashKey,recordTimeStamp:RangeKey");

Hive の外部メタストアの設定
デフォルトでは、Hive はメタストア情報をプライマリノードのファイルシステム上の MySQL データベー
スに記録します。メタストアには、テーブルとテーブル構築の基となるデータ (パーティション名やデー
タタイプなど) が含まれています。クラスターが終了すると、プライマリノードを含むすべてのクラス
ターノードが停止します。この場合、ノードファイルシステムではエフェメラルストレージが使用されて
いるため、ローカルデータが失われます。メタストアを永続的に保存する場合は、クラスター外に外部メ
タストアを作成する必要があります。

外部メタストアとして 2 つのオプションがあります。

• AWSGlue Data Catalog (Amazon EMR リリース 5.8.0 以降のみ)。

詳細については、「Hive のメタストアとしての AWS Glue Data Catalog の使用 (p. 1926)」を参照して
ください。

• Amazon RDS または Amazon Aurora。
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詳細については、「外部の MySQL データベースまたは Amazon Aurora の使用 (p. 1931)」を参照して
ください。

Note

Hive 3 を使用していて、Hive メタストアへの接続が多すぎる場合
は、datanucleus.connectionPool.maxPoolSizeパラメーターの値を小さくするか、デー
タベースサーバーが処理できる接続数を増やしてください。接続数が増えたのは、Hive が JDBC 
接続の最大数を計算する方法によるものです。パフォーマンスの最適値を計算するには、「Hive 
構成プロパティ」を参照してください。

Hive のメタストアとしての AWS Glue Data Catalog 
の使用
Amazon EMR リリース 5.8.0 以降では、AWS Glue Data Catalog をメタストアとして使用するように Hive 
を設定できます。永続的なメタストア、またはさまざまなクラスター、サービス、アプリケーション、あ
るいは AWS アカウントで共有されるメタストアが必要である場合は、この設定をお勧めします。

AWS Glue は、簡単でコスト効果の高い方法でデータの分類、消去、強化、およびさまざまなデータ
ストア間を確実に移動することができる、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスで
す。AWS Glue Data Catalog は、さまざまなデータソースおよびデータ形式にわたって一本化されたメ
タデータリポジトリを提供します。そのために、Amazon EMR だけでなく、Amazon RDS、Amazon 
Redshift、Redshift Spectrum、Athena、およびその他の Apache Hive メタストアと互換性のあるすべて
のアプリケーションと連携します。AWSGlue クローラは、Amazon S3 のソースデータからスキーマを
自動的に推論し、関連するメタデータを Data Catalog に保存します。Data Catalog の詳細については、
「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue データカタログの作成」を参照してください。

AWS Glue には、別個の料金が適用されます。Data Catalog にメタデータを保存し、保存済みメタデータ
にアクセスするための月別レート、AWS Glue ETL ジョブとクローラランタイムに対して分単位で課金さ
れる時間レート、およびプロビジョニング済みの開発エンドポイントごとに分単位で課金される時間レー
トが適用されます。Data Catalog では、最大 100 万個までのオブジェクトを無料で保存できます。100 
万を超えるオブジェクトを保存した場合は、100,000 オブジェクトごとに 1 USD が課金されます。Data 
Catalog 内のオブジェクトは、テーブル、パーティション、またはデータベースです。詳細については、
「Glue 料金表」を参照してください。

Important

2017 年 8 月 14 日よりも前に Amazon Athena または Amazon Redshift Spectrum を使用してテー
ブルを作成した場合、データベースとテーブルは Athena 管理のカタログに保存されます。この
カタログは、AWS Glue データカタログとは別個のものです。Amazon EMR をこれらのテーブル
に統合するには、AWS Glue データカタログにアップグレードする必要があります。詳細につい
ては、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「AWS Glue データカタログへのアップグレード」
を参照してください。

AWS Glue Data Catalog をメタストアとして指定する
AWS Management Console、AWS CLI、または Amazon EMR API を使用して、AWS Glue Data Catalog 
をメタストアとして指定できます。CLI または API を使用する場合は、Hive の設定分類を使用して Data 
Catalog を指定します。さらに、Amazon EMR 5.16.0 以降では、設定分類を使用して、別のデータカタロ
グを指定できますAWS アカウント。コンソールを使用する場合は、[Advanced Options] (詳細オプション) 
または [Quick Options] (クイックオプション) を使用して、Data Catalog を指定できます。
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New console

新しいコンソールでAWS Glue Data Catalog を Hive メタストアとして指定するには

1. にサインインしAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/emr で Amazon 
EMR コンソールを開きます。

2. 左側のナビゲーションペインの [EMR on EC2] で [クラスター] を選択し、[クラスターの作成] を
選択します。

3. [アプリケーションバンドル] で、[Core Hadoop]、[HBase]、または [カスタム] を選択します。ク
ラスターをカスタマイズする場合は、必ず Hive または HCatalog をアプリケーションの 1 つとし
て選択してください。

4. [AWSGlue Data Catalog 設定] で [Hive テーブルメタデータに使用] チェックボックスを選択しま
す。

5. クラスターに適用されるその他のオプションを選択します。
6. クラスターを起動するには、[クラスターの作成] を選択します。

Old console

古いコンソールでAWS Glue Data Catalog を Hive メタストアとして指定するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い 
Amazon EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるか
についての詳細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順
に選択します。

3. [Release] で、[emr-5.8.0] 以降を選択します。
4. [Release (リリース)] で [Hive] または [HCatalog] を選択します。
5. [AWS Glue Data Catalog 設定] で [Hive テーブルメタデータに使用] を選択します。
6. 必要に応じてクラスターの他のオプションを選択し、[Next (次へ)] 選択してアプリケーションに

適切な他のクラスターオプションを設定します。

CLI

AWSGlue Data Catalog を Hive メタストアとして指定するにはAWS CLI

AWS CLI と EMR API を使用した設定分類の指定方法の詳細については、「アプリケーションの設
定 (p. 1515)」を参照してください。

• 次の例に示すように、hive-site 設定分類を使用して
hive.metastore.client.factory.class の値を指定します。

[ 
  { 
    "Classification": "hive-site", 
    "Properties": { 
      "hive.metastore.client.factory.class": 
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory" 
    } 
  }
] 
       

EMR リリースバージョン 5.28.0、5.28.1、5.29.0、または 6.x で、AWS 
Glue Data Catalog をメタストアとして使用してクラスターを作成する場合
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は、hive.metastore.schema.verificationをに設定しますfalse。これにより、Hive 
と HCatalog が MySQL に対してメタストアスキーマを検証できなくなります。この構成がない
と、Hive または HCatalog での再構成後にプライマリインスタンスグループが中断されます。

[ 
  { 
    "Classification": "hive-site", 
    "Properties": { 
      "hive.metastore.client.factory.class": 
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory", 
      "hive.metastore.schema.verification": "false" 
    } 
  }
] 
      

EMR リリースバージョン 5.28.0、5.28.1、または 5.29.0 にすでにクラスターがある場合
は、hive.metastore.schema.verificationfalse以下の情報を使用してプライマリインス
タンスグループをに設定できます。

   
    Classification = hive-site 
    Property       = hive.metastore.schema.verification 
    Value          = false 
      

別の AWS アカウントでデータカタログを指定するには、以下の例に示すように
hive.metastore.glue.catalogid プロパティを追加します。acct-id は、データカタログ
の AWS アカウントに置き換えます。

[ 
  { 
    "Classification": "hive-site", 
    "Properties": { 
      "hive.metastore.client.factory.class": 
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory", 
      "hive.metastore.schema.verification": "false", 
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id" 
    } 
  }
] 
     

IAM アクセス許可
クラスターの EC2 インスタンスプロファイルには、AWS Glue アクションに対する IAM アクセス許可が
必要です。さらに、AWS Glue Data Catalog オブジェクトの暗号化を有効にする場合は、暗号化に使用す
る AWS KMS key を暗号化、復号、および生成できるロールも必要です。

AWS Glue アクションに対するアクセス許可
Amazon EMR の デフォルトの EC2 インスタンスプロファイルを使用する場合、アクションは必要ありま
せん。EMR_EC2_DefaultRole にアタッチされている AmazonElasticMapReduceforEC2Role 管理ポ
リシーでは、必要なすべての AWS Glue アクションが許可されます。ただし、カスタム EC2 インスタン
スプロファイルとアクセス許可を指定する場合、該当する AWS Glue アクションを設定する必要がありま
す。開始点として AmazonElasticMapReduceforEC2Role 管理ポリシーを使用します。詳細について
は、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスター EC2 インスタンスのサービスロール (EC2 インスタン
スプロファイル)」を参照してください。
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AWS Glue データカタログを暗号化/復号するためのアクセス許可

インスタンスプロファイルには、キーを使用してデータを暗号化および復号するためのアクセス許可が必
要です。以下のステートメントが両方とも適用される場合、これらのアクセス許可を設定する必要はあり
ません。

• AWS Glue の管理キーを使用する AWS Glue Data Catalog オブジェクトの暗号化を有効にする。
• AWS アカウント Glue Data Catalog と同じ AWS にあるクラスターを使用する。

それ以外の場合は、EC2 インスタンスプロファイルにアタッチされたアクセス許可ポリシーに次のステー
トメントを追加する必要があります。

[ 
    { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "kms:Decrypt", 
                    "kms:Encrypt", 
                    "kms:GenerateDataKey" 
                ], 
                "Resource": "arn:aws:kms:region:acct-
id:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012" 
            } 
        ] 
    }
]

AWS Glue Data Catalog 暗号化の詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「データカタロ
グの暗号化」を参照してください。

リソースベースのアクセス許可

AWS Glue を Amazon EMR で Hive、Spark、または Presto と共に使用する場合、AWS Glue はデータ
カタログのリソースへのアクセスを制御するリソースベースのポリシーをサポートします。これらのリ
ソースには、データベース、テーブル、接続、ユーザー定義関数が含まれます。詳細については、「AWS 
Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue リソースポリシー」を参照してください。

リソースベースのポリシーを使用して、Amazon EMR 内から AWS Glue へのアクセスを制限する場
合、許可ポリシーに指定するプリンシパルは、クラスターの作成時に指定された EC2 インスタンスプロ
ファイルに関連付けられたロール ARN である必要があります。たとえば、カタログにアタッチされた
リソースベースのポリシーの場合、以下の例に示されている形式を使用して、クラスター EC2 インスタ
ンスのデフォルトサービスロールのロール ARN である EMR_EC2_DefaultRole をとして指定できま
す。Principal

arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole

acct-id は AWS Glue アカウント ID とは異なるものにすることができます。これにより、さまざまなア
カウントで EMR クラスターからアクセスできます。異なるアカウントから、複数のプリンシパルを指定
できます。

AWS Glue Data Catalog を使用する場合の考慮事項
AWS Glue Data Catalog を Hive でメタストアとして使用するときは、以下について考慮します。
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• Hive シェルを使用した補助 JAR の追加はサポートされません。この問題を回避するには、hive-site
設定分類を使用して hive.aux.jars.path プロパティを設定します。これにより、Hive のクラスパ
スに補助 JAR が追加されます。

• Hive のトランザクションはサポートされていません。
• AWS Glue 内からのテーブルの名前変更はサポートされていません。
• LOCATION を指定せずに Hive テーブルを作成すると、テーブルデータ

は、hive.metastore.warehouse.dir プロパティによって指定された場所に保管されます。デ
フォルトでは、これは HDFS 内の場所です。別のクラスターがテーブルにアクセスする必要がある
場合、テーブルを作成したクラスターに対する適切なアクセス許可がない限り、処理に失敗します。
さらに、HDFS ストレージは一時的であるため、クラスターが終了すると、テーブルデータは失わ
れ、テーブルを再作成する必要があります。AWS Glue を使用して Hive テーブルを作成するとき
に、Amazon S3 で LOCATION を指定することをお勧めします。または、hive-site 設定分類を使用
して、hive.metastore.warehouse.dir の Amazon S3 で場所を指定できます。これは、すべての 
Hive テーブルに適用されます。テーブルが HDFS の場所に作成され、それを作成したクラスターがま
だ実行中の場合、AWS Glue 内から Amazon S3 にテーブルの場所を更新できます。詳細については、
「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue コンソールでのテーブルの使用」を参照してくださ
い。

• 引用符とアポストロフィを含むパーティション値はサポートされていません(例: PARTITION 
(owner="Doe's").)。

• 列統計は、emr-5.31.0 以降でサポートされています。
• Hive 認可の使用はサポートされていません。代替策として、AWS Glue リソースベースのポリシーを

使用することを検討してください。詳細については、「リソースベースのポリシーを使用して Amazon 
EMR から AWS Glue データカタログにアクセスする」を参照してください。

• Hive 制約はサポートされていません。
• Hive でのコストベースの最適化はサポートされていません。
• hive.metastore.partition.inherit.table.properties の使用はサポートされていません。
• 次のメタストア定数の使用はサポートされていません。BUCKET_COUNT, BUCKET_FIELD_NAME, 
DDL_TIME, FIELD_TO_DIMENSION, FILE_INPUT_FORMAT, FILE_OUTPUT_FORMAT, 
HIVE_FILTER_FIELD_LAST_ACCESS, HIVE_FILTER_FIELD_OWNER, 
HIVE_FILTER_FIELD_PARAMS, IS_ARCHIVED, META_TABLE_COLUMNS, 
META_TABLE_COLUMN_TYPES, META_TABLE_DB, META_TABLE_LOCATION, META_TABLE_NAME, 
META_TABLE_PARTITION_COLUMNS, META_TABLE_SERDE, META_TABLE_STORAGE, 
ORIGINAL_LOCATION。

• 述語式を使用する場合、明示的な値が比較演算子の右側にある必要があります。そうしなければ、クエ
リが失敗する可能性があります。
• 正: SELECT * FROM mytable WHERE time > 11
• 誤: SELECT * FROM mytable WHERE 11 > time

• Amazon EMR バージョン 5.32.0 および 6.3.0 以降では、述語式でのユーザー定義関数 (UDF) の使用が
サポートされています。以前のバージョンを使用している場合、Hive がクエリの実行を最適化しようと
するため、クエリが失敗する可能性があります。

• 一時テーブルはサポートされていません。
• テーブルを作成するときは、AWS Glue を使用して直接作成するのではなく、Amazon EMR からアプリ

ケーションを使用して作成することをお勧めします。AWS Glue でテーブルを作成すると、必須フィー
ルドが欠落し、クエリ例外が生じる可能性があります。

• EMR 5.20.0 以降では、AWS Glue Data Catalog をメタストアとして使用されている場合、Spark と 
Hive に対してparallel パーティションプルーニングが自動的に有効になります。この変更により、複数
のリクエストを並列に実行してパーティションを取得できるため、クエリ計画時間が大幅に短縮されま
す。同時に実行できるセグメントの総数は、1～10 の範囲です。デフォルト値は 5 であり、これが推奨
される設定です。hive-site 設定分類の aws.glue.partition.num.segments プロパティを指定
すると、これを変更できます。スロットリングが発生した場合は、値を 1 に変更して機能をオフにする
ことができます。詳細については、「AWS Glue セグメント構造」を参照してください。
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外部の MySQL データベースまたは Amazon Aurora 
の使用
Hive メタストアとして外部の MySQL データベースまたは Amazon Aurora を使用するには、Hive のメタ
ストアのデフォルト設定値を上書きし、外部のデータベースの場所として Amazon RDS MySQL インスタ
ンスか Amazon Aurora PostgreSQL インスタンスを指定します。

Note

Hive では、メタストアテーブルに対する同時書き込みアクセスのサポートも防止も行いませ
ん。2 つのクラスター間でメタストア情報を共有する場合は、同じメタストアテーブルに同時に
書き込まないようにします (同じメタストアテーブルの異なるパーティションに書き込む場合は除
きます)。

次の手順では、Hive メタストアの場所として設定したデフォルト値を上書きし、新しく設定したメタスト
アの場所を使用してクラスターを起動する方法を示します。

EMR クラスターの外にメタストアを作成するには

1. MySQL または Aurora PostgreSQL データベースを作成します。PostgreSQL を使用する場合は、ク
ラスターをプロビジョニングした後に設定する必要があります。クラスターの作成では MySQL のみ
がサポートされます。Aurora MySQL と Aurora PostgreSQL の違いについては、「Amazon Aurora 
MySQL の概要」および「Amazon Aurora PostgreSQL の操作」を参照してください。Amazon RDS 
データベースの作成方法については、https://aws.amazon.com/rds/ を参照してください。

2. データベースと ElasticMapReduce-Master セキュリティグループ間の JDBC 接続を許可するように
セキュリティグループを変更します。アクセス用のセキュリティグループの変更方法については、
「Amazon EMR マネージドセキュリティグループの使用」を参照してください。

3. JDBC 設定値を、hive-site.xml に設定します:

Important

パスワードなどの機密情報を Amazon EMR 設定 API に渡す場合、その情報は、十分
なアクセス許可を持つアカウントに表示されます。その情報が他のユーザーに表示
される可能性のあることを懸念する場合は、管理者アカウントでクラスターを作成
し、elasticmapreduce:DescribeCluster API キーに対するアクセス権限を明示的に拒
否するロールを作成することで、他のユーザー（IAM ユーザーまたは認証情報を委譲された
ユーザー）に対してそのクラスター上のサービスへのアクセスを制限します。

a. 次の例のように、hiveConfiguration.json の編集を含む hive-site.xml という設定ファ
イルを作成します。

hostname を、データベースを実行する Amazon RDS インスタンスの DNS アドレスに置
き換え、username と password を、データベースの認証情報に置き換えます。MySQL 
データベースインスタンスおよび Aurora データベースインスタンスへの接続の詳細につい
ては、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「MySQL データベースエンジンを実行してい
る DB インスタンスへの接続」および「Athena DB クラスターへの接続」を参照してくださ
い。javax.jdo.option.ConnectionURL は、JDBC メタストアの JDBC 接続文字列で
す。javax.jdo.option.ConnectionDriverName は、JDBC メタストアのドライバークラス
名です。

MySQL JDBC ドライバーは Amazon EMR によってインストールされます。

値のプロパティには、スペースや改行を含めることはできません。すべてを 1 行にする必要があ
ります。

[ 

1931

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.AuroraMySQL.Overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.AuroraMySQL.Overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.AuroraPostgreSQL.html
http://aws.amazon.com/rds/
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-man-sec-groups.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ConnectToInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ConnectToInstance.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Connect.html


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive JDBC ドライバの使用

    { 
      "Classification": "hive-site", 
      "Properties": { 
        "javax.jdo.option.ConnectionURL": "jdbc:mysql://hostname:3306/hive?
createDatabaseIfNotExist=true", 
        "javax.jdo.option.ConnectionDriverName": "org.mariadb.jdbc.Driver", 
        "javax.jdo.option.ConnectionUserName": "username", 
        "javax.jdo.option.ConnectionPassword": "password" 
      } 
    } 
  ]

b. 次の AWS CLI コマンドのようにクラスターを作成するときは、hiveConfiguration.json
ファイルを参照します。このコマンドでは、ファイルはローカルに保存されます。ファイル
を Amazon S3 にアップロードし、そこで参照することもできます (例: s3://DOC-EXAMPLE-
BUCKET/hiveConfiguration.json)。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、
これらは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、
キャレット (^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --instance-type m5.xlarge --
instance-count 2 \
--applications Name=Hive --configurations file://hiveConfiguration.json --use-
default-roles

4. クラスターのプライマリノードConnect。

プライマリノードConnect する方法の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「SSH を使
用してプライマリノードに接続する」を参照してください。

5. 次のようなコマンドを入力することにより、Amazon S3 上の場所を指定して Hive テーブルを作成し
ます。

CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS table_name
(
key int,
value int
)
LOCATION s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/hdfs/

6. 実行中のクラスターに Hive スクリプトを追加します。

Hive クラスターは、Amazon RDS に配置されたメタストアを使って実行されます。このメタストアを共有
する他の Hive クラスターはすべて、メタストアの場所を指定して起動します。

Hive JDBC ドライバの使用
Microsoft Excel、MicroStrategy、QlikView、Tableau などの人気のビジネスインテリジェンスツールを 
Amazon EMR で使用して、データを調査しビジュアル化することができます。この種のツールの多くは 
Java Database Connectivity (ODBC) ドライバーまたは Open Database Connectivity (JDBC) ドライバーを
必要とします。Amazon EMR は JDBC および ODBC 接続の両方をサポートします。

以下の例では、SQL Workbench/J を SQL クライアントとして使用して、Amazon EMR の Hive クラス
ターに接続します。その他のドライバーについては、「」を参照してください。Amazon EMR でビジネス
インテリジェンスツールを使用する。
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SQL Workbench/J をインストールして使用する前に、ドライバーパッケージをダウンロードしてドライ
バーをインストールします。パッケージに含まれているドライバーは、Amazon EMR リリース 4.0 以降で
利用できる Hive バージョンをサポートしています。詳細なリリースノートおよびドキュメントについて
は、パッケージに含まれている PDF ドキュメントを参照してください。

• 最新の Hive JDBC ドライバーパッケージのダウンロード

http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/latest/
• Hive JDBC ドライバーの古いバージョン

http://awssupportdatasvcs.com/bootstrap-actions/Simba/

SQL Workbench をインストールして設定するには

1. オペレーティングシステム用の SQL Workbench/J クライアントを http://www.sql-workbench.net/ 
downloads.html からダウンロードします。

2. SQL Workbench/J をインストールします。詳細については、SQL Workbench/J ユーザーズマニュア
ルの「Installing and starting SQL Workbench/J」を参照してください。

3. Linux、Unix、Mac OS X ユーザー: ターミナルセッションで、以下のコマンドを使用して、クラス
ターのマスターノードへの SSH トンネルを作成します。置換master-public-dns-nameをマス
ターノードのパブリック DNS 名とし、##########Amazon EC2 プライベートキーの場所とファイ
ル名を指定します (.pem) ファイル。

ssh -o ServerAliveInterval=10 -i path-to-key-file -N -L 10000:localhost:10000 
 hadoop@master-public-dns-name

Windows ユーザー: PuTTY セッションで、クラスターのマスターノードへの SSH トンネルを作成
します (ローカルポートフォワーディングを使用)。10000にとってソースポートそしてmaster-
public-dns-name:10000にとって送信先。master-public-dns-name をマスターノードのパブ
リック DNS 名に置き換えます。

4. SQL Workbench に JDBC ドライバを追加します。

a. [Select Connection Profile (接続プロファイルの選択)] ダイアログボックスで [Manage Drivers (ド
ライバーの管理)] をクリックします。

b. [Create a new entry (新しいエントリの作成)] (空白ページ) アイコンをクリックします。
c. Name (名前)フィールドに、Hive JDBCと入力します。
d. [Library] で [Select the JAR file(s)] アイコンをクリックします。
e. 展開したドライバーが含まれている場所に移動します。ダウンロードした JDBC ドライバパッ

ケージのバージョンに含まれているドライバを選択し、オープン。

たとえば、JDBC ドライバーパッケージに次の JAR が含まれている場合があります。

hive_metastore.jar
hive_service.jar
HiveJDBC41.jar
libfb303-0.9.0.jar
libthrift-0.9.0.jar
log4j-1.2.14.jar
ql.jar
slf4j-api-1.5.11.jar
slf4j-log4j12-1.5.11.jar
TCLIServiceClient.jar
zookeeper-3.4.6.jar

f. [Please select one driver] (ドライバーを 1 つ選択してください) ダイアログボックス
で、com.amazon.hive.jdbc41.HS2Driver を選択して、[OK] を選択します。
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5. [Manage Drivers] (ドライバーの管理) ダイアログボックスに戻ったら、[Classname] (クラス名) フィー
ルドに値が設定されていることを確認し、[OK] を選択します。

6. [Select Connection Profile] (接続プロファイルの選択) ダイアログボックスに戻ったら、[Driver] (ドラ
イバー) フィールドが [Hive JDBC] に設定されていることを確認し、[URL] フィールドに JDBC 接続文
字列 jdbc:hive2://localhost:10000/default を入力します。

7. [OK] を選択すると接続します。接続が完了すると、接続の詳細が SQL Workbench/J のウィンドウの
上部に表示されます。

Hive と JDBC インターフェイスの使用方法の詳細については、Apache Hive のドキュメントの
「HiveClient」および「HiveJDBCInterface」を参照してください。

Hive パフォーマンスの向上
Amazon EMR には、Amazon S3 に保存されたデータのクエリ、読み取り、および書き込みを行うときの
パフォーマンスを最適化するのに役立つ機能が用意されています。

Select では、Amazon S3 に処理を「プッシュダウン」することで一部のアプリケーションの CSV および 
JSON ファイルのクエリパフォーマンスを向上させることができます。

EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、EMRFS 
Amazon S3 向けに最適化されたコミッターです。OutputCommitter

トピック
• Hive EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを有効にする (p. 1934)
• S3 Select と Hive を使用してパフォーマンスを向上させる (p. 1935)
• MSCK オプティマイゼーション (p. 1937)

Hive EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを有
効にする
Hive EMRFS S3 最適化コミッターは、EMRFS を使用する場合に EMR Hive が挿入クエリ用のファイルを
書き込む代替方法です。コミッターを使用すると、Amazon S3 で行われるリスト操作や名前変更操作が不
要になり、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。この機能は EMR 5.34 および EMR 6.5.34 
以降では、この機能が利用できます。

コミッターを有効にする
すべての Hive 管理テーブルと外部テーブルのデフォルトとして EMR Hive がデータのコミットに使用で
きるようにするには、EMR 6.5.0 または EMR 5.34.0hive-site クラスターで次の構成を使用してくださ
い。HiveEMRFSOptimizedCommitter

[ 
   { 
      "classification": "hive-site", 
      "properties": { 
         "hive.blobstore.use.output-committer": "true" 
      } 
   }
]
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Note

hive.exec.parallelがに設定されている場合は、この機能をオンにしないでくださいtrue。

制限事項
タグには以下のベーシックな制限があります。

• Hive を有効にして小さなファイルを自動的にマージすることはサポートされていません。最適化された
コミッターが有効になっている場合でも、デフォルトの Hive コミットロジックが使用されます。

• Hive ACID ACID のテーブルはサポートされていません。最適化されたコミッターが有効になっている場
合でも、デフォルトの Hive コミットロジックが使用されます。

• 書き込まれるファイルのファイル命名法が Hive<task_id>_<attempt_id>_<copy_n> の命名法から
に変更されました<task_id>_<attempt_id>_<copy_n>_<query_id>。たとえば、という名前の
ファイル

s3://warehouse/table/partition=1/000000_0に変更さ
れますs3://warehouse/table/partition=1/000000_0-
hadoop_20210714130459_ba7c23ec-5695-4947-9d98-8a40ef759222-1。query_idこれは、
ユーザー名、タイムスタンプ、および UUID の組み合わせです。

• カスタムパーティションが異なるファイルシステム (HDFS、S3) にある場合、この機能は自動的に無効
になります。有効にすると、デフォルトの Hive コミットロジックが使用されます。

S3 Select と Hive を使用してパフォーマンスを向上さ
せる
Amazon EMR リリースバージョン 5.18.0 以降では、Amazon EMR での Hive を使用した S3 Select を使用
できます。S3 Select では、アプリケーションはオブジェクトに含まれるデータのサブセットのみを取得で
きます。Amazon EMR では、大量のデータセットをフィルタリングして処理する計算作業をクラスターか
ら Amazon S3 に「プッシュダウン」することにより、一部のアプリケーションのパフォーマンスを高め
ることができます。また、Amazon EMR と Amazon S3 の間で転送されるデータの量も削減されます。

S3 Select では、Hive セッション中に s3select.filter 設定変数を true に設定することで、CSV 
ファイルと JSON ファイルに基づいて Hive テーブルがサポートされています。詳細な説明と例について
は、コードで S3 Select を指定する (p. 1936)を参照してください。

S3 Select が使用するアプリケーションに適しているかどうかを
確認する
S3 Select が使用するアプリケーションに適しているかどうかを確認するために、S3 Select を使用した場
合と使用しない場合のアプリケーションのベンチマークを行うことをお勧めします。

アプリケーションが S3 Select を使用する候補となるかどうかを判断するには、次のガイドラインを使用
します。

• クエリは元のデータセットの半分以上を除外する。
• クエリのフィルター述語では、Amazon S3 Select がサポートするデータ型を持つ列が使用される。詳

細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「データ型」を参照してくださ
い。

• Amazon S3 と Amazon EMR クラスター間のネットワーク接続は、転送速度と使用可能な帯域幅が良好
です。Amazon S3 は、HTTP 応答を圧縮しないため、応答サイズは圧縮された入力ファイルと比較して
増加する可能性があります。
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考慮事項と制約事項
• お客様が用意した暗号化キーを使用した Amazon S3 サーバー側の暗号化 (SSE-C) とクライアント側の

暗号化はサポートされていません。
• AllowQuotedRecordDelimiters プロパティはサポートされていません。このプロパティを指定した

場合、クエリは失敗します。
• UTF-8 形式の CSV ファイルと JSON ファイルのみがサポートされています。複数行の CSV と JSON 

はサポートされません。
• 圧縮されていないファイルか gzip ファイルまたは bzip2 ファイルのみがサポートされます。
• 最後の行のコメント文字はサポートされていません。
• ファイルの末尾にある空の行は処理されません。
• Amazon EMR の Hive では、S3 Select がサポートするプリミティブデータ型がサポートされています。

詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「データ型」を参照してくだ
さい。

コードで S3 Select を指定する
Hive テーブルで S3 Select を使用するには、INPUTFORMAT クラス名として
com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat を指定してテーブルを作
成し、TBLPROPERTIES 句を使用して s3select.format プロパティの値を指定します。

デフォルトでは、S3 Select はクエリの実行時に無効になっています。次に示すように Hive セッション
で s3select.filter を true に設定して S3 Select を有効にします。以下の例では、基盤となる CSV 
ファイルと JSON ファイルからテーブルを作成するときに S3 Select を指定して、シンプルな SELECT ス
テートメントを使用してテーブルをクエリする方法を説明しています。

Example CSV ベースのテーブルの CREATE TABLE ステートメント

CREATE TABLE mys3selecttable (
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS
INPUTFORMAT 
  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT 
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/mycsvfile/'
TBLPROPERTIES ( 
  "s3select.format" = "csv", 
  "s3select.headerInfo" = "ignore"
);

Example JSON ベースのテーブルの CREATE TABLE ステートメント

CREATE TABLE mys3selecttable (
col1 string,
col2 int,
col3 boolean
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hive.hcatalog.data.JsonSerDe'
STORED AS
INPUTFORMAT 
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  'com.amazonaws.emr.s3select.hive.S3SelectableTextInputFormat'
OUTPUTFORMAT 
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION 's3://path/to/json/'
TBLPROPERTIES ( 
  "s3select.format" = "json"
);

Example SELECT TABLE ステートメント

SET s3select.filter=true;
SELECT * FROM mys3selecttable WHERE col2 > 10;

MSCK オプティマイゼーション
Hive は、各テーブルのパーティションのリストをそのメタストアに保存します。ただし、パーティショ
ンがファイルシステムに直接追加または削除された場合、Hive メタストアはこれらの変更を認識しませ
ん。MSCK コマンドは、ファイルシステムに直接追加または削除されたパーティションの Hive メタスト
ア内のパーティションメタデータを更新します。コマンドの構文は、コマンドの構文は次のとおりです。

MSCK [REPAIR] TABLE table_name [ADD/DROP/SYNC PARTITIONS];

Hive はこのコマンドを次のように実装しています。

1. Hive はメタストアからテーブルのすべてのパーティションを取得します。ファイルシステムに存在しな
いパーティションパスのリストから、メタストアから削除するパーティションのリストを作成します。

2. Hive はファイルシステムに存在するパーティションパスを収集し、それらをメタストアのパーティショ
ンのリストと比較し、メタストアに追加する必要があるパーティションのリストを生成します。

3. Hive は、ADDDROP、SYNCまたはモードを使用してメタストアを更新します。

Note

メタストアに多数のパーティションがある場合、ファイルシステムのexists API 呼び出しを
パーティションごとに行う必要があるため、ファイルシステムにパーティションが存在しないか
どうかを確認する手順の実行に時間がかかります。

Amazon EMR 6.5.0 で、Hive はというフラグを導入しましたhive.emr.optimize.msck.fs.check。
このフラグを有効にすると、Hive はファイルシステム API 呼び出しを行う代わりに、上記のステップ 
2 で生成されたファイルシステムのパーティションパスのリストからパーティションの存在を確認しま
す。Amazon EMR 6.8.0 では、Hive がこの最適化をデフォルトで有効にしていたため、フラグを設定する
必要がなくなりましたhive.emr.optimize.msck.fs.check。

Hive ライブロングアンドプロセス (LLAP) の使用
Amazon EMR 6.0.0 は、Hive の Live Long and Process (LLAP) 機能をサポートします。LLAP では、永続
的なデーモンによるインテリジェントなメモリ内キャッシングを使用し、以前のデフォルトの Tez コンテ
ナ実行モードと比較してクエリのパフォーマンスを向上させます。

Hive LLAP デーモンは、YARN サービスとして管理および実行されます。YARN サービスは長時間実行し
ている YARN アプリケーションと見なすことができるため、一部のクラスターリソースは Hive LLAP 専用
となり、他のワークロードには使用できません。詳細については、LLAP および YARN サービス API を参
照してください。
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Amazon EMR で Hive LLAP を有効にする
Amazon EMR で Hive LLAP を有効にするには、クラスターを起動するときに次の設定を指定します。

[ 
  { 
    "Classification": "hive", 
    "Properties": { 
      "hive.llap.enabled": "true" 
    } 
  }
]

詳細については、「アプリケーションの設定」を参照してください。

デフォルトでは、Amazon EMR はクラスター YARN リソースの約 60% を Hive LLAP デーモンに割り当て
ます。Hive LLAP に割り当てるクラスター YARN リソースの割合 (%) と、Hive LLAP 割り当ての対象と見
なすタスクノードやコアノードの数は設定できます。

たとえば、次の設定では、3 つのタスクノードまたはコアノードで 3 つのデーモンを使用して Hive LLAP 
を起動し、3 つのコアノードまたはタスクノードの YARN リソースの 40% を Hive LLAP デーモンに割り
当てます。

[ 
  { 
    "Classification": "hive", 
    "Properties": { 
      "hive.llap.enabled": "true", 
      "hive.llap.percent-allocation": "0.4", 
      "hive.llap.num-instances": "3" 
    } 
  }
]

次の hive-site 設定を分類 API で使用し、デフォルトの LLAP リソース設定を上書きできます。

プロパティ 説明

hive.llap.daemon.yarn.container.mbLLAP デーモンコンテナの合計サイズ (MB 単位)

hive.llap.daemon.memory.per.instance.mbLLAP デーモンコンテナ内の実行プログラムで使用する合計メモリ 
(MB 単位)

hive.llap.io.memory.size LLAP 入力/出力のキャッシュサイズ

hive.llap.daemon.num.executors LLAP デーモンあたりの実行プログラム数

クラスターで Hive LLAP を手動で起動する
LLAP で使用するすべての依存関係と設定は、クラスターの起動の一環として、LLAP tar アーカイブ
にパッケージ化されます。"hive.llap.enabled": "true" を使用して LLAP を有効にする場合
は、Amazon EMR 再設定を使用して LLAP の設定を変更することをお勧めします。

それ以外の場合、hive-site.xml を手動で変更するには、hive --service llap コマンドを使用し
て LLAP tar アーカイブを再構築する必要があります。次に例を示します。
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# Define how many resources you want to allocate to Hive LLAP

LLAP_INSTANCES=<how many llap daemons to run on cluster>
LLAP_SIZE=<total container size per llap daemon>
LLAP_EXECUTORS=<number of executors per daemon>
LLAP_XMX=<Memory used by executors>
LLAP_CACHE=<Max cache size for IO allocator>

yarn app -enableFastLaunch

hive --service llap \
--instances $LLAP_INSTANCES \
--size ${LLAP_SIZE}m \
--executors $LLAP_EXECUTORS \
--xmx ${LLAP_XMX}m \
--cache ${LLAP_CACHE}m \
--name llap0 \
--auxhbase=false \
--startImmediately

Hive LLAP のステータスを確認する
Hive を使用して Hive LLAP のステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。

hive --service llapstatus

YARN を使用して Hive LLAP のステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。

yarn app -status (name-of-llap-service)

# example:  
yarn app -status llap0 | jq

Hive LLAP を起動または停止する
Hive LLAP は永続的な YARN サービスとして実行されるため、YARN サービスを停止または再起動して 
Hive LLAP を停止または再起動します。次のコマンドはこれを示しています。

yarn app -stop llap0
yarn app -start llap0

Hive LLAP デーモンの数の変更
LLAP インスタンスの数を減らすには、次のコマンドを使用します。

yarn app -flex llap0 -component llap -1

詳細については、「Flex a component of a service」を参照してください。

Hive での暗号化
このセクションでは、Amazon EMR がサポートする暗号化タイプについて説明します。
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Hive のパーケットモジュラー暗号化
Parquetのモジュラー暗号化は、列単位のアクセス制御と暗号化により、Parquetファイル形式で保存され
たデータのプライバシーとデータ整合性を強化します。この機能は、リリース 6.6.0 以降の Amazon EMR 
Hive で利用できます。

ファイルの暗号化やストレージレイヤーの暗号化など、セキュリティと整合性のために以前にサポートさ
れていたソリューションについては、Amazon EMR 管理ガイドの「暗号化オプション」で説明されていま
す。これらのソリューションはParquetファイルにも使用できますが、統合されたParquet暗号化メカニズ
ムの新機能を活用することで、列レベルへのきめ細かいアクセスが可能になり、パフォーマンスとセキュ
リティが向上します。この機能の詳細については、Apache の GitHub ページ「パーケットモジュラー暗号
化」を参照してください。

ユーザーは、Hadoop 設定を使用して Parquet のリーダーとライターに設定を渡します。ユーザーが暗号
化を有効にしたり、高度な機能を切り替えたりするようにリーダーとライターを設定するための詳細な構
成は、PARQUET-1854「Parquet-暗号化管理へのプロパティ主導型インターフェイス」に記載されていま
す。

使用例
次の例では、AWS KMS暗号化キーの管理に使用する Hive テーブルの作成と書き込みについて説明してい
ます。

1. ドキュメント「PARQUET-1373: 暗号化キー管理ツール」で説明されているように、AWS KMSサービ
スにを実装します。 KmsClient 次の例は、実装のスニペットを示しています。

package org.apache.parquet.crypto.keytools;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMS;
import com.amazonaws.services.kms.AWSKMSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.kms.model.DecryptRequest;
import com.amazonaws.services.kms.model.EncryptRequest;
import com.amazonaws.util.Base64;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException;
import org.apache.parquet.crypto.ParquetCryptoRuntimeException;
import org.apache.parquet.crypto.keytools.KmsClient;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.StandardCharsets;

public class AwsKmsClient implements KmsClient { 

    private static final AWSKMS AWSKMS_CLIENT = AWSKMSClientBuilder 
            .standard() 
            .withRegion(Regions.US_WEST_2) 
            .build(); 
    public static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(AwsKmsClient.class); 

    private String kmsToken; 
    private Configuration hadoopConfiguration; 

    @Override 
    public void initialize(Configuration configuration, String kmsInstanceID, String 
 kmsInstanceURL, String accessToken) throws KeyAccessDeniedException { 
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        hadoopConfiguration = configuration; 
        kmsToken = accessToken; 

    } 

    @Override 
    public String wrapKey(byte[] keyBytes, String masterKeyIdentifier) throws 
 KeyAccessDeniedException { 
        String value = null; 
        try { 
            ByteBuffer plaintext = ByteBuffer.wrap(keyBytes); 

            EncryptRequest req = new 
 EncryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withPlaintext(plaintext); 
            ByteBuffer ciphertext = AWSKMS_CLIENT.encrypt(req).getCiphertextBlob(); 

            byte[] base64EncodedValue = Base64.encode(ciphertext.array()); 
            value = new String(base64EncodedValue, Charset.forName("UTF-8")); 
        } catch (AmazonClientException ae) { 
            throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage()); 
        } 
        return value; 
    } 

    @Override 
    public byte[] unwrapKey(String wrappedKey, String masterKeyIdentifier) throws 
 KeyAccessDeniedException { 
        byte[] arr = null; 
        try { 
            ByteBuffer ciphertext  = 
 ByteBuffer.wrap(Base64.decode(wrappedKey.getBytes(StandardCharsets.UTF_8))); 
            DecryptRequest request = new 
 DecryptRequest().withKeyId(masterKeyIdentifier).withCiphertextBlob(ciphertext); 
            ByteBuffer decipheredtext = AWSKMS_CLIENT.decrypt(request).getPlaintext(); 
            arr = new byte[decipheredtext.remaining()]; 
            decipheredtext.get(arr); 
        } catch (AmazonClientException ae) { 
            throw new KeyAccessDeniedException(ae.getMessage()); 
        } 
        return arr; 
    }
} 
                 

2. AWS Key Management Service開発者ガイドの「キーの作成」で説明されているように、フッターと 
IAMAWS KMS ロールがアクセスできる列の暗号化キーを作成します。デフォルトの IAM ロールは 
EMR_ECS_Default です。

3. Amazon EMR クラスターの Hive アプリケーションで、Apache Hive リソースドキュメントの説明に
従って、ADD JARステートメントを使用して上記のクライアントを追加します。ステートメントの例を
以下に示します。

ADD JAR 's3://location-to-custom-jar';

別の方法として、ブートストラップアクションを使用して JAR をauxlib Hive に追加する方法があり
ます。ブートストラップアクションに追加する行の例を以下に示します。

aws s3 cp 's3://location-to-custom-jar' /usr/lib/hive/auxlib 

4. 次の構成を設定します。

set 
 parquet.crypto.factory.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.PropertiesDrivenCryptoFactory;
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set parquet.encryption.kms.client.class=org.apache.parquet.crypto.keytools.AwsKmsClient;

5. Parquet フォーマットで Hive テーブルを作成し、AWS KMS SERDEPROPERTIES でキーを指定し、
そこにデータを挿入します。

CREATE TABLE my_table(name STRING, credit_card STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe’
WITH SERDEPROPERTIES ( 
  'parquet.encryption.column.key’=<aws-kms-key-id-for-column-1>: credit_card’, 
  'parquet.encryption.footer.key’='<aws-kms-key-id-for-footer>’)
STORED AS parquet
LOCATION “s3://<bucket/<warehouse-location>/my_table”;

INSERT INTO my_table SELECT  
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',5) as name,
java_method ('org.apache.commons.lang.RandomStringUtils','randomAlphabetic',10) as 
 credit_card
from (select 1) x lateral view posexplode(split(space(100),' ')) pe as i,x;

select * from my_table;

6. AWS KMSキーにアクセスできない外部テーブルを同じ場所に作成する場合 (IAM ロールのアクセスが拒
否された場合など)、データを読み取れないことを確認します。

CREATE EXTERNAL TABLE ext_table (name STRING, credit_card STRING)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe’
STORED AS parquet
LOCATION “s3://<bucket>/<warehouse-location>/my_table”;

SELECT * FROM ext_table;

7. 最後のステートメントでは、次の例外が発生するはずです。

Failed with exception 
 java.io.IOException:org.apache.parquet.crypto.KeyAccessDeniedException: Footer key: 
 access denied

転送時の暗号化 HiveServer 2 での暗号化
Amazon EMR リリース 6.9.0 以降、 HiveServer 2 (HS2)転送時の暗号化 HiveServer 2 での暗号
化 (p. 1942) はセキュリティ設定の一部として TLS/SSL に対応しています。これは、転送中の暗号化が有
効になっている Amazon EMR クラスターで実行されている HS2 への接続方法に影響します。HS2 に接続
するには、JDBC URLTRUSTSTORE_PATHTRUSTSTORE_PASSWORD のおよびパラメータ値を変更する必要
があります。次の URL は、必須パラメータを使用した HS2 の JDBC 接続の例です。

jdbc:hive2://HOST_NAME:10000/
default;ssl=true;sslTrustStore=TRUSTSTORE_PATH;trustStorePassword=TRUSTSTORE_PASSWORD

クラスタ内またはクラスタ外 HiveServer 2 の暗号化には、以下の適切な手順を使用してください。

On-cluster HS2 access

HiveServerプライマリノードにSSH接続した後にBeelineクライアントを使用して2にアクセスする場
合は、TRUSTSTORE_PATHTRUSTSTORE_PASSWORDssl.server.truststore.location構成と
を使用しておよびパラメータ値を確認してくださいssl.server.truststore.password。/etc/
hadoop/conf/ssl-server.xml

以下のコマンド例は、これらの設定を取得するのに役立ちます。

1942
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TRUSTSTORE_PATH=$(sed -n '/ssl.server.truststore.location/,+2p' /etc/hadoop/conf/ssl-
server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')
TRUSTSTORE_PASSWORD=$(sed -n '/ssl.server.truststore.password/,+2p' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | awk -F "[><]" '/value/{print $3}')

Off-cluster HS2 access

Amazon EMR クラスター外のクライアントから HiveServer 2 にアクセスする場
合、TRUSTSTORE_PATHTRUSTSTORE_PASSWORD次のいずれかの方法でおよびを取得できます。

• セキュリティ設定中に作成された PEM ファイルを JKS ファイルに変換し、それを JDBC 接続 URL 
で使用します。例えば、openSSL および Keytool の場合は、次のコマンドを使用します。

openssl pkcs12 -export -in trustedCertificates.pem -inkey privateKey.pem -out 
 trustedCertificates.p12 -name "certificate"
keytool -importkeystore -srckeystore trustedCertificates.p12 -srcstoretype pkcs12 -
destkeystore trustedCertificates.jks

• または、/etc/hadoop/conf/ssl-
server.xmlTRUSTSTORE_PATHTRUSTSTORE_PASSWORDssl.server.truststore.locationssl.server.truststore.passwordコ
ンフィギュレーションとを使用しておよびパラメータ値を調べる方法も参照してください。トラス
トストアファイルをクライアントマシンにダウンロードし、クライアントマシン上のパスをとして
使用しますTRUSTSTORE_PATH。

Amazon EMR クラスター外のクライアントからアプリケーションにアクセスする方法の詳細につい
ては、「Hive JDBC ドライバーを使用する」を参照してください。

Hive リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Hive のバージョンと、アプリケーションと共
にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンにつ
いては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Hive バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, tez-
on-worker, zookeeper-client, 
zookeeper-server

emr 6.9.0 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
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Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr 6.8.0 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr 6.7.0 3.1.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

EMR 5.36.0 2.3.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn

emr-6.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.35.0 2.3.9 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr 6.5.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.4.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.3.1 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.3.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.2.1 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.2.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.1.1 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.1.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.0.1 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.0.0 3.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

EMR 5.34.0 2.3.8 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn

emr-5.33.1 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.33.0 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn

emr-5.32.1 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn

emr-5.32.0 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.31.1 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn

emr-5.31.0 2.3.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn

emr-5.30.2 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.30.1 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn

emr-5.30.0 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, 
mariadb-server, tez-on-yarn

emr-5.29.0 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, mysql-
server, tez-on-yarn

1952



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.28.1 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.28.0 2.3.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, hudi, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.27.1 2.3.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.27.0 2.3.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.26.0 2.3.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.25.0 2.3.5 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.24.1 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.24.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.23.1 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.23.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.22.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.21.2 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.21.1 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.21.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.20.1 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.20.0 2.3.4 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.19.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.19.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.18.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.18.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.17.2 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.17.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.17.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, emr-
s3-select, hadoop-client, hadoop-
mapred, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hive-client, hive-hbase, hcatalog-
server, hive-server2, mysql-
server, tez-on-yarn

emr-5.16.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.16.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.15.1 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.15.0 2.3.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.14.2 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.14.1 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.14.0 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.13.1 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.13.0 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.12.3 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.12.2 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.12.1 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.12.0 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

1964



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.11.4 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.11.3 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.11.2 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

1965



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.11.1 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.11.0 2.3.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.10.1 2.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

1966



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.10.0 2.3.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.9.1 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.9.0 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

1967



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.8.3 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.8.2 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.8.1 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

1968



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.8.0 2.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.7.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.7.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

1969



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.6.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.6.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.5.4 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

1970



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.5.3 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.5.2 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.5.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

1971



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.5.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.4.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.4.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hive-hbase, hcatalog-server, 
hive-server2, mysql-server, tez-
on-yarn

emr-5.3.2 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

1972



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.3.1 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

emr-5.3.0 2.1.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

emr-5.2.3 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

emr-5.2.2 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

1973



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.2.1 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

emr-5.2.0 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

emr-5.1.1 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

emr-5.1.0 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

1974



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.0.3 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

emr-5.0.0 2.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, hive-server, 
mysql-server, tez-on-yarn

emr-4.9.6 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.9.5 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

1975



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.9.4 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.9.3 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.9.2 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.9.1 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server
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Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.8.5 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.8.4 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.8.3 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.8.2 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server
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Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.8.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.7.4 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.7.2 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.7.1 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server
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Hive リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.7.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hive-
client, hcatalog-server, hive-
server, mysql-server

emr-4.6.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hive-client, hive-metastore-
server, hive-server, mysql-server

emr-4.5.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hive-client, hive-metastore-
server, hive-server, mysql-server

emr-4.4.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hive-client, hive-metastore-
server, hive-server, mysql-server
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バージョン別の Hive リリースノート

Amazon EMR リリースラベル Hive のバージョン Hive でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.3.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hive-client, hive-metastore-
server, hive-server, mysql-server

emr-4.2.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hive-client, hive-metastore-
server, hive-server, mysql-server

emr-4.1.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hive-client, hive-metastore-
server, hive-server, mysql-server

emr-4.0.0 1.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hive-metastore-server, hive-
server, mysql-server

バージョン別の Hive リリースノート
トピック

• Amazon EMR 6.9.0-Hive リリースノート (p. 1981)
• Amazon EMR 6.8.0-Hive リリースノート (p. 1983)
• Amazon EMR 6.7.0-Hive リリースノート (p. 1984)
• Amazon EMR 6.6.0-Hive リリースノート (p. 1985)
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
バージョン別の Hive リリースノート

Amazon EMR 6.9.0-Hive リリースノート
Amazon EMR 6.9.0-ハイブの変更

型 説明

Upgrade Jetty を 9.4.48.v20220622 にアップグレードして
ください

Upgrade Hadoop 3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1

機能 Amazon EMR Hive を Lake Formation と統合し
て、GCSC API を使用するインタラクティブな
ワークロードを実現します。

機能 Amazon EMR Hive とアイスバーグの統合。

改善 Amazon EMR セキュリティ設定を使用して転送
中の暗号化が有効になっている場合は、SSL を 
HiveServer 2 で有効にします。

改善 Hive EMRFS Amazon S3 最適化コミッターを
デフォルトで有効にします。詳細については、
「Hive EMRFS S3 向けに最適化されたコミッター
を有効にする (p. 1934)」を参照してください。

改善 SPARK-34210 の修正に
は、HiveHBaseTableInputFormatV2
InputFormat のマップされたバージョン
のみを継承するものを追加してくださ
い。hive.hbase.inputformat.v2trueを使用
するように設定します。

改善 TeZam を終了してすぐに新規起動するので
はなく、hive.cli.tez.session.async でバッ
クグラウンドで起動するのを待ってくださ
い。hive.emr.cli.tez.session.open.timeoutを
使用してこのタイムアウトを秒単位で設定しま
す。

改善 既存の制限付きコンフィグリストにコンマで区
切られたコンフィグを追加するには、オプショ
ン hive.conf.restricted.list.append を追加しま
すhive.conf.restricted.list。

改善 データベースの場所が定義されていないた
め、Hive クエリが失敗したときのエラーメッセー
ジがより明確になりました。

バックポート HIVE-24484: Hadoop を 3.3.1 に、Tez を 0.10.2 に
アップグレード

バックポート HIVE-22398: 経由で YARN ShimLoader キュー管
理を削除してください。

バックポート HIVE-23190: LLAP: IndexCache TezSpillRecord 
ファイルシステムオブジェクトをに渡すように変
更します。
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https://github.com/eclipse/jetty.project/releases/tag/jetty-9.4.48.v20220622
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-data-encryption-options.html#emr-encryption-intransit
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-data-encryption-options.html#emr-encryption-intransit
https://issues.apache.org/jira/browse/SPARK-34210
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24484
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22398
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23190
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バージョン別の Hive リリースノート

型 説明

バックポート HIVE-22185: HADOOP-15832 は、 MiniYarn クラ
スターを使用するテストで問題を引き起こす可能
性があります。

バックポート HIVE-21670:mockito-allmockito-core 依存関
係による置き換え。

バックポート HIVE-24542: アップグレードに備えてグアバを準
備してください。

バックポート HIVE-23751: 
QTest:#mkdirs()ProxyFileSystem メソッドを
オーバーライドしてHADOOP-16582の後にアライ
メントするようにしました。

バックポート HIVE-21603: Java 11 の準備:パワーモックバー
ジョンを更新してください。

バックポート HIVE-24083: Hadoop 3.3.0hcatalog のエラー:認
証タイプが必要です。

バックポート HIVE-24282：特に記載がない限り、表示列は出力
列をソートしないでください。

バックポート HIVE-20656: 適切なデフォルト:マップ集約メモリ
構成が厳しすぎる。

バックポート HIVE-25443: 値が1024を超える場合、 SerDe 矢印
は複雑なデータ型をシリアル化/逆シリアル化でき
ない

バックポート HIVE-19792: orc を 1.5.2 にアップグレード
し、decimal_64 スキーマの進化テストを有効にし
てください。

バックポート HIVE-20437: フロート、ダブル、10 進数からのス
キーマの展開を処理します。

バックポート HIVE-21987: ハイブが小数点アノテーションの付
いた Parquet int32 を読み取ることができない。

バックポート HIVE-20038：バケット化されていないテーブルや
パーティション化されたテーブルのクエリを更新
すると NPE がスローされる。

Amazon EMR 6.9.0-Hive の既知の問題

• Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 では、動的パーティションと ORDER BY 句または SORT 
BY 句を使用する INSERT クエリには、常に 2 つのリデューサーがあります。この問題
は OSS の変更 HIVE-20703 が原因で、動的ソートパーティションの最適化はコストベー
スの決定下に置かれます。ワークロードで動的パーティションのソートが不要な場合
は、hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold-1プロパティをに設定して新機能を
無効にし、リデューサーの数を正しく計算することをおすすめします。この問題は、OSS Hive で OSS 
Hive でEMR されています。
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22185
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21670
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24542
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23751
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21603
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24083
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24282
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20656
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25443
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19792
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20437
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21987
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20038
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20703
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22269
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22269
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バージョン別の Hive リリースノート

Amazon EMR 6.8.0-Hive リリースノート
Amazon EMR 6.8.0-ハイブの変更

型 説明

改善 msck コマンドのファイルシステムコールを減らし
ます。パフォーマンスの向上 (10,000 以上のパー
ティションで約 15 ～ 20 倍)

バックポート HIVE-20678: HiveOutputFormat 互換性を確保する
には HiveHBaseTableOutputFormat を実装する必
要があります

バックポート HIVE-21040: msck がディレクトリツリーの最後の
レベルで不要なファイル一覧を表示する

バックポート HIVE-21460: データを読み込んでから select * クエ
リを実行すると、誤った結果になる

バックポート HIVE-21660: すべてのビューとそれ以降のビュー
を結合して展開すると誤った結果になる

バックポート HIVE-22505: ClassCastException ベクトル化され
た演算子の選択が間違っていることが原因

バックポート HIVE-22513: フィルター操作での鋳造カラムの絶
え間ない伝播により、誤った結果が生じる可能性
がある

バックポート HIVE-23435: 外部ジョインの結果全体に行が見つ
からない

バックポート HIVE-24209: ベクトル化が有効になっている場合
の NOT BETWEEN 操作の検索引数の変換が正しく
ない

バックポート HIVE-24934: ジェネリック UDFSq 
VectorizedExpressions ではアノテーションは不要
ですCountCheck

バックポート HIVE-25278: HiveProjectJoinTransposeRule ウィ
ンドウ式で無効な変換を行う可能性がある

バックポート HIVE-25505: ヘッダーの結果が正しくありませ
ん。最初の行が空白の場合は、.header.line.count 
をスキップしてください

バックポート HIVE-26080: アキュムロコアを 1.10.1 にアップグ
レード

バックポート HIVE-26235: バイナリ列のOR条件が空の結果を返
している

バグ 起動中にstderrの複数のSLF4Jバインディング警告
ログを修正

バグ パーティションとテーブルが異なるファイルシス
テムにあるときに、SHOW TABLE EXTENDED ク
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20678
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21040
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21460
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21660
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22505
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22513
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23435
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24209
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24934
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25278
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25505
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-26080
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-26235
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バージョン別の Hive リリースノート

型 説明
エリが間違ったFSエラーで失敗する問題を修正し
ました。

Amazon EMR 6.8.0-Hive の既知の問題

• Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 では、動的パーティションと ORDER BY 句または SORT 
BY 句を使用する INSERT クエリには、常に 2 つのリデューサーがあります。この問題
は OSS の変更 HIVE-20703 が原因で、動的ソートパーティションの最適化はコストベー
スの決定下に置かれます。ワークロードで動的パーティションのソートが不要な場合
は、hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold-1プロパティをに設定して新機能を
無効にし、リデューサーの数を正しく計算することをおすすめします。この問題は、OSS Hive で OSS 
Hive でEMR されています。

Amazon EMR 6.7.0-Hive リリースノート

Amazon EMR 6.7.0-ハイブの変更

型 説明

機能 Amazon EMR Hive との統合 LakeFormation。

機能 Hive EMRFS Amazon S3 最適化コミッ
ターの監査ログが追加されました。ハ
イブ設定:hive.blobstore.output-
committer.logging、デフォルト:false

機能 Hive 2.x と同様に動作するように、挿入時にター
ゲットディレクトリが削除され、選択結果が空に
なり、パーティション化されていないテーブル/
静的パーティションに上書きされます。ハイブ設
定:hive.emr.iow.clean.target.dir、デフォ
ルト:false

バグ Hive EMRFS Amazon S3 最適化コミッターをパー
ティションバケットソートで使用すると断続的に
発生するクエリエラーを修正しました。

Upgrade Hive バージョン3.1.3 にアップグレードしました。
詳細については、Apache Hive 3.1.3 リリースノー
トを参照してください。

Upgrade パーケットを 1.12.2 にアップグレードしました。

バックポート HIVE-20065: メタストアはジャクソン 1.x に依存す
べきではない

バックポート HIVE-20071: ジャクソン 2.x に移行して使用できな
いようにする

バックポート HIVE-20607: TxnHandler PreparedStatement ダイ
レクトSQLクエリを実行するために使用する必要
があります
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20703
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22269
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22269
http://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2022/07/fine-grained-access-controls-job-scoped-iam-roles-integration-aws-lake-formation-apache-spark-hive-amazon-emr-ec2-clusters/
https://issues.apache.org/jira/secure/ReleaseNote.jspa?version=12346277&styleName=Html&projectId=12310843
https://issues.apache.org/jira/secure/ReleaseNote.jspa?version=12346277&styleName=Html&projectId=12310843
https://github.com/apache/parquet-mr/blob/apache-parquet-1.12.2/CHANGES.md
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20065
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20071
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20607


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
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型 説明

バックポート HIVE-20740: ObjectStore .setConf メソッドのグ
ローバルロックを削除する

バックポート HIVE-20961: NVL 実装を廃止する

バックポート HIVE-22059: ハイブ実行ジャーに (fasterxml) ジャ
クソンライブラリが含まれていない

バックポート HIVE-22351: ObjectStore スレッドの不適切な使用
法を修正 TestObjectStore

バックポート HIVE-23534: MetaException メッセージなしで
キャッチすると RetryingMetaStoreClient #invoke 
に NPE が表示される

バックポート HIVE-24048: ジャクソンのコンポーネントをバー
ジョン 2.10 の最新バージョンにハーモナイズ-Hive

バックポート HIVE-24768: バージョン交換にはどこでもjackson-
bom を使う

バックポート HIVE-24816: CVE-2020-25649 が原因で、ジャク
ソンを2.10.5.1または2.11.0以降にアップグレード
してください

バックポート HIVE-25971: キャッシュされたスレッドプールが
閉じられていないため、Tez タスクのシャットダ
ウンが遅れる

バックポート HIVE-26036: の getMtable () が原因で NPE が発生
しました ObjectStore

Amazon EMR 6.7.0-Hive の既知の問題

• join と同じ列にウィンドウ関数を使用するクエリを実行すると、HIVE-25278 で報告されているように
変換が無効になり、結果が不正確になったり、クエリが失敗したりする可能性があります。回避策は、
このようなクエリのクエリレベルで CBO を無効にすることです。この修正は、6.7.0 以降の Amazon 
EMR リリースで利用可能になる予定です。詳細については、AWSサポートにお問い合わせください。

• Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 では、動的パーティションと ORDER BY 句または SORT 
BY 句を使用する INSERT クエリには、常に 2 つのリデューサーがあります。この問題
は OSS の変更 HIVE-20703 が原因で、動的ソートパーティションの最適化はコストベー
スの決定下に置かれます。ワークロードで動的パーティションのソートが不要な場合
は、hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold-1プロパティをに設定して新機能を
無効にし、リデューサーの数を正しく計算することをおすすめします。この問題は、OSS Hive で OSS 
Hive でEMR されています。

Amazon EMR 6.6.0-Hive リリースノート
アマゾン EMR 6.6.0-ハイブの変更

型 説明

Upgrade Parquet Parquet Parquet Parquet 1.12.12.

1985

https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20740
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20961
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22059
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22351
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23534
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24048
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24768
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24816
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25971
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-26036
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25278
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20703
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22269
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22269
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24408
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型 説明

Upgrade ジェッティジャーのバージョンを 
9.4.43.v20210629 にアップグレード

バグ Hive クラスターで LLAP が有効になっているとき
に、Hive がすべてのタスク/コアノードにインス
トールされる原因となっていた問題を修正しまし
た。

バックポート HIVE-25942: CVE-2021-29425 が原因で 
commons-io を 2.8.0 にアップグレードしてくださ
い

バックポート HIVE-25726: CVE-2020-13936 によるベロシティ
の 2.3 へのアップグレード

バックポート HIVE-25680: #get_table_meta HiveMetastore サー
バー API HiveMetastore が任意の認証モデルを使用
するように認証します。

バックポート HIVE-25554: アローバージョンを 0.15 にアップグ
レード

バックポート HIVE-25242: ベクトル化された.adaptor = を選択す
ると、クエリの実行が非常に遅くなる

バックポート HIVE-25085: MetaStore クライアントはセッション
間で共有されなくなりました。

バックポート HIVE-24827：Hive 集約クエリが非テキストファイ
ルに対して誤った結果を返す。

バックポート HIVE-24683: Hadoop23のシムが、 getFileId 存在
しないパスでNPEになりやすい

バックポート HIVE-24656: マップタイプと配列タイプが null の
クエリで CBO が失敗する

バックポート HIVE-24556: DefaultGraphWalker 孫がいない場合
に最適化

バックポート HIVE-24408: パーケットを 1.11.1 にアップグレー
ド

バックポート HIVE-24391: ブランチ 3.1 TestOrcFile での修正エ
ラーを修正しました

バックポート HIVE-24362: AST ツリー処理は、多数のノードを
持つツリーには最適ではない

バックポート HIVE-24316: ブランチ 3.1 の ORC を 1.5.6 から 
1.5.8 にアップグレードする

バックポート HIVE-24307: プロパティファイルと-e パラメータ
を含むビーラインが失敗する

バックポート HIVE-24245：ベクトル化された PTF がカウントさ
れ、パーティションが重複して生成される結果が
正しくない。
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25942
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25726
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25680
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25554
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25242
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25085
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24827
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24683
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24656
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24556
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24408
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24391
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24362
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24316
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24307
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24245
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型 説明

バックポート HIVE-24224: Tez 上の Hive の圧縮ファイルでの
ヘッダー/フッターのスキップを修正

バックポート HIVE-24157: キャストタイムスタンプ ↔ 数値で失
敗するストリクトモード

バックポート HIVE-24113: ジェネリック UDF の非推奨プリント
ToUnixTimeStamp

バックポート HIVE-23987: アローバージョンを 0.11.0 にアップ
グレード

バックポート HIVE-23972: LLAP 外部クライアントに外部クライ
アント ID を追加

バックポート HIVE-23806: スキーマが拡張されている場合に備
えて、すべてのパーティションのカラムの状態を
クリアしないでください。これにより、alter table 
add columns ステートメントの実行時間が改善さ
れます。

バックポート HIVE-23779: BasicStatsTask ビーラインコンソー
ルに情報が印刷されない

バックポート HIVE-23306: System.getProperty によって設定さ
れている構成がある場合、RESET コマンドが機能
しない

バックポート HIVE-23164: デーモンスレッド以外のためにサー
バーが正しく終了しない

バックポート HIVE-22967: Hive on Tez の 
hive.reloadable.aux.jars.path をSupport

バックポート HIVE-22934: エラーストリームへの Hive サーバー
のインタラクティブログカウンター

バックポート HIVE-22901: 変数置換を行うと、循環参照でOOM
が発生することがある

バックポート HIVE-22769: 圧縮テキストファイルの分割生成中
にクエリ結果が正しくなく、クエリが失敗する

バックポート HIVE-22716: ByteBuffer 読み取りが妨げられてい
る ParquetFooterInputFromCache

バックポート HIVE-22648: パーケットを 1.11.0 にアップグレー
ド

バックポート HIVE-22640: 十進法64ColumnVector: 
ClassCastException パーティション列タイプが十
進数の場合

バックポート HIVE-22621: 不安定なテストケース: 
TestLlapSignerImpl. テスト署名

バックポート HIVE-22533: LLAP デーモンのウェブ UI で発生す
る可能性があった脆弱性を修正
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24224
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24157
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-24113
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23987
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23972
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23806
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23779
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23306
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-23164
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22967
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22934
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22901
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22769
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22716
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22648
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22640
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22621
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22533
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型 説明

バックポート HIVE-22532: PTFPPDDenseRank がランク/ファン
クションを通じてリミットを誤ってプッシュする
ことがある

バックポート HIVE-22514: HiveProtoLoggingHook 大量のメモリ
を消費する可能性があります

バックポート HIVE-22476: hive.fetch.task.convertionが「なし」
に設定されていると、ハイブの日付差分関数に一
貫性のない結果が表示される

バックポート HIVE-22429: ハイブ 3 の bucketing_version 1 を使
用して移行されたクラスター化テーブルは、挿入
に bucketing_version 2 を使用する

バックポート HIVE-22412: 説明するときに NPE StatsUtils を投
げる

バックポート HIVE-22360: ロードされたファイルにテーブ
ルスキーマの列よりも多くの列がある場合、 
MultiDelimitSerDe 最後の列に間違った結果を返す

バックポート HIVE-22332: ORC-540 以降、ハイブはスキーマの
展開設定が有効であることを確認する必要があり
ます

バックポート HIVE-22331: 引数なしの unix_timestamp はタイム
スタンプを秒単位ではなくミリ秒単位で返す

バックポート HIVE-2275: OperationManager。 queryIdOperation
複数のクエリ ID を適切にクリーンアップしない

バックポート HIVE-22273: 一時ディレクトリを削除するとアク
セスチェックが失敗する

バックポート HIVE-22270: コモンズ入出力を 2.6 にアップグ
レード

バックポート HIVE-22241: UDF を実装して、内部表現とグレゴ
リオ暦とユリウス暦のハイブリッドカレンダーを
使用して日付/タイムスタンプを解釈する

バックポート HIVE-22241: UDF を実装して、内部表現とグレゴ
リオ暦とジュリアンのハイブリッドを使用して日
付/タイムスタンプを解釈する

バックポート HIVE-22232: hive.order.columnalignment が false 
に設定されていると NPE

バックポート HIVE-22231：ノックス経由のサイズの大きい Hive 
クエリが壊れたパイプで失敗する（書き込み失
敗）

バックポート HIVE-22221: 外部クライアントをラップする- 
LlapBaseInputFormat #getSplits を減らす必要があ
る
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22532
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22514
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22476
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22429
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22412
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22360
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22332
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22331
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22275
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22273
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22270
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22241
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22241
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22232
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22231
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22221
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型 説明

バックポート HIVE-22208: マスク列のあるテーブルへの結合を
含むクエリが書き直されると、予約キーワードを
含む列名がエスケープ解除される

バックポート HIVE-22197: 共通マージジョインでクラスキャス
ト例外が発生する。

バックポート HIVE-22170: from_unixtime と unix_timestamp に
はユーザーセッションのタイムゾーンを使用する
必要があります

バックポート HIVE-22169: テズ: SplitGenerator テズには存在し
ないプランファイルを探そうとする

バックポート HIVE-22168: LLAP キャッシュのホットパスから非
常に高価なロギングを削除する

バックポート HIVE-22161: UDF: 
org.apache.Hadoop.Hive.ql.UDF.UDFType 
FunctionRegistry クラスと同期します

バックポート HIVE-22120:ArrayOutOfBound 特定の境界条件で
左側の外部マップ結合で誤った結果/例外が発生す
る問題を修正

バックポート HIVE-22115: プロパティが false に設定されている
場合、クエリルーティングアペンダーが作成され
ないようにする

バックポート HIVE-22113: AM レポーター関連の LLAP シャット
ダウンを防止する RuntimeException

バックポート HIVE-22106: パーティション評価のためのクロス
クエリー同期を削除

バックポート HIVE-22099: HIVE-20007 以降、いくつかの日付関
連の UDF がユリウス暦の日付を正しく処理できな
い

バックポート HIVE-22037: OOM が原因でシャットダウンすると 
HS2 がログに記録される必要がある

バックポート HIVE-21976: 方解石ではオフセットをゼロではな
くヌルにする必要がある HiveSortLimit

バックポート HIVE-21924: ヘッダー/フッターが存在する場合で
もテキストファイルを分割する

バックポート HIVE-21913: ジェネリック UDTF は 
LLAPGetSplits と同じ方法でユーザー名を処理する
必要がある

バックポート HIVE-21905: FetchOperator クラス周辺のジェネ
リック医薬品の改良

バックポート HIVE-21902: HiveServer 2 UI: 桟橋のレスポンス
ヘッダーには X-Frame オプションが必要
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22208
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22197
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22170
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22169
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22168
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22161
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22120
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22115
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22113
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22106
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22099
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22037
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21976
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21924
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21913
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21905
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21902
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型 説明

バックポート HIVE-21888: 
hive.parquet.timestamp.skip.convertionのデフォル
トをtrueに設定

バックポート HIVE-21868: キャストをベクター化... フォーマッ
ト

バックポート HIVE-21864: LlapBaseInputFormat #closeAll

バックポート HIVE-21863: WHEN エクスプレッションのベクタ
ライザー型キャスティングの改善

バックポート HIVE-21862: ORC ppd がタイムスタンプ付きで間
違った結果を生成する

バックポート HIVE-21846: TeZAM LlapDaemon で定期的にメト
リクスを取得するスレッドを作成する

バックポート HIVE-21837: MapJoin 選択した列の値が完全に 
NULL である場合に例外が発生する

バックポート HIVE-21834: フィルター条件を簡略化するために
不要な呼び出しを避ける

バックポート HIVE-21832: 平均キュー/サービング/応答時間を取
得する新しいメトリック

バックポート HIVE-21827: SemanticAnalyzer 
getTableObjectByName 複数の呼び出しがメソッド
を通過しない

バックポート HIVE-21822: 新しい API LlapDaemon メソッドを
使用してメトリクスを公開する

バックポート HIVE-21818: CBO: TableRelOptHiveTable コピー
にメタストアトラフィックがある

バックポート HIVE-21815: ORC ファイル内の統計情報が 2 回解
析される

バックポート HIVE-21805: HiveServer 2: 高速な 
ShutdownHookManager API を使用する

バックポート HIVE-21799: NullPointerException 
DynamicPartitionPruningOptimization ジョインキー
がアグリゲーションカラムにある場合

バックポート HIVE-21794: マテリアライズドビューパラメータ
をに追加 sqlStdAuthSafeVarNameRegexes

バックポート HIVE-21768: JDBC: 囲まれていない UNION クエ
リのデフォルトのユニオンプレフィックスを削除
する

バックポート HIVE-21746: CBO を無効にした状態で、 
ArrayIndexOutOfBoundsException動的に分割され
たハッシュ結合中
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21888
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21868
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21864
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21863
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21862
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21846
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21837
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21834
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21832
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21827
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21822
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21818
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21815
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21805
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21799
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21794
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21768
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21746
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型 説明

バックポート HIVE-21717：移動タスクでディレクトリの名前を
変更できない。

バックポート HIVE-21685: 複数の IN 句を含むクエリの簡略化が
間違っている

バックポート HIVE-21681: 複数の主キーの情報が正しく表示さ
れない

バックポート HIVE-21651: プロトバグサーバーをハイブエク
セックに移動する。

バックポート HIVE-21619: SQL 説明拡張でタイムスタンプタイ
プを精度なしで出力する

バックポート HIVE-21592: OptimizedSql エクスプレッションに 
CONCAT が含まれている場合は表示されません

バックポート HIVE-21576: CAST... フォーマットの紹介と SQL: 
2016 日時フォーマットの限定リスト

バックポート HIVE-21573: 認証が DelegationToken に設定され
ている場合、バイナリトランスポートはプリンシ
パルを無視する

バックポート HIVE-21550: TestObjectStore テストが不安定だ-要
求された時間内にロックを取得できなかった

バックポート HIVE-21544: 一定の伝播により折り畳み中の合体
式/ケース式/場合式が壊れる

バックポート HIVE-21539: GroupBy + 同じ列の where 句を使用
すると、クエリの書き換えが不正確になる

バックポート HIVE-21538: Beeline: コンソールリーダーが接続パ
ラメータに渡されなかったのにパスワードソース

バックポート HIVE-21509: LLAP が破損した列ベクトルをキャッ
シュし、間違ったクエリ結果を返すことがある

バックポート HIVE-21499: create コマンドが失敗した場合
は、レジストリから関数を削除しないでください 
AlreadyExistsException

バックポート HIVE-21496: 順序付けされていないバッファの自
動サイズ設定がオーバーフローすることがある

バックポート HIVE-21468: JDBC ストレージハンドラーの識別子
名の大文字と小文字の区別

バックポート HIVE-21467: 廃止予定の JUnit.Framework.Assert 
インポートを削除

バックポート HIVE-21435: ビルド中に TASK_ATPT_ID 
LlapBaseInputFormat 設定からタスク番号
を取得する必要があります (存在する場合) 
SubmitWorkRequestProto
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21717
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21685
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21681
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21651
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21619
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21592
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21576
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21573
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21550
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型 説明

バックポート HIVE-21389: HIVE-21247 の実行後に Hive ディス
トリビューションが javax.ws.rs-api.jar エラーにな
る

バックポート HIVE-21385: JDBC ソースへの分割不可能な計算の
プッシュダウンを無効にできるようにする

バックポート HIVE-21383: JDBC ストレージハンドラー:指定
されている場合、カタログとスキーマを使用して
テーブルを取得します

バックポート HIVE-21382: キーによるグループ削減の最適化-ク
エリ23でキーが削減されない

バックポート HIVE-21362: protobuf ファイルから読み込むため
の入力フォーマットとサーバーを追加します。

バックポート HIVE-21340: CBO: キー以外のカラムが入力されな
いようにする SemiJoin

バックポート HIVE-21332: ロックされているバッファの代わり
にロックされていないバッファを削除する

バックポート HIVE-21329: オペレーターパイプラインに依存す
るカスタム Tez ランタイムの出力バッファサイズ
の順序なし

バックポート HIVE-21295: StorageHandler ハイブ規則を使用し
て日付を文字列に変換する必要があります

バックポート HIVE-21294: ベクトル化:1-リデューサーシャッフ
ルはオブジェクトハッシュ関数をスキップできる

バックポート HIVE-21255: QueryConditionBuilder 削除する 
JdbcStorageHandler

バックポート HIVE-21253: JDBC で DB2 をSupport 
StorageHandler

バックポート HIVE-21232: LLAP: キャッシュミスが発生しやす
いスプリットアフィニティプロバイダーを追加

バックポート HIVE-21214 MoveTask : ファイルの重複排除に
は、ファイルサイズの代わりに AmptID を使用する 
compareTempOrDuplicateFiles

バックポート HIVE-21184: 費用情報を含む「説明して説明す
る」フォーマットの CBO プランを追加

バックポート HIVE-21182: 計画中にハイブスクラッチディレク
トリのセットアップをスキップする

バックポート HIVE-21171: RPC がオンの場合、お茶用のスク
ラッチダイの作成をスキップする

バックポート HIVE-21126: LlapBaseInputFormat #getSplit で
セッションレベルのクエリを許可する
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型 説明

バックポート HIVE-21107: 動的に分割されたハッシュ結合中に
「フィールドが見つかりません」エラー

バックポート HIVE-21061: IllegalStateException ソースが空の場
合、CTAS クエリが失敗する

バックポート HIVE-21041: NPE、 ParseException 論理プランか
らスキーマを取得する際の問題

バックポート HIVE-21013 JdbcStorageHandler : オラクルのパー
ティション列が見つかりません

バックポート HIVE-21006: SharedWorkOptimizer 再利用の機会
がある場合はセミジョインを削除するように拡張
する

バックポート HIVE-20992: コンフィグ 
hive.metastore.dbaccess.ssl.properties をより意味
のあるコンフィグに分割する

バックポート HIVE-20989: JDBC- GetOperationStatus + ログが
スリープによってクエリの進行をブロックするこ
とがある

バックポート HIVE-20988: 複数の列に主キーがあるグループ別
クエリの結果が間違っている

バックポート HIVE-20985: 選択演算子の入力が一時的な列の場
合、ベクトル化によりその一部が出力として再利
用される可能性がある

バックポート HIVE-20978:「hive.jdbc.*」を追加する必要があり
ます sqlStdAuthSafeVarNameRegexes

バックポート HIVE-20953: 作成時にメタストアに追加できない
場合、関数レジストリから関数を削除する。

バックポート HIVE-20952: VectorizationContext .java のクリーニ
ング

バックポート HIVE-20951: LLAP: Xms を常に 50% に設定する

バックポート HIVE-20949: フィジカルプランニングにおける
PKFKカーディナリティ推定の改善

バックポート HIVE-20944: クエリのコンパイル中に統計情報を
検証しない

バックポート HIVE-20940: カルサイトのタイプ解像度が Hive よ
りも厳しいブリッジケース。

バックポート HIVE-20937: Postgres の JDBC クエリが「リミッ
トが負であってはならない」と表示されて失敗す
る

バックポート HIVE-20926：ブルームフィルターのエントリが多
い場合や統計情報がない場合に、セミジョインリ
ダクションのヒントが失敗する
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バックポート HIVE-20920: SQL 制約を使用して結合順序変更ア
ルゴリズムを改善する

バックポート HIVE-20918: Calcite から JDBC 接続への計算の
プッシュダウンを有効/無効にするフラグ

バックポート HIVE-20915: HOとMRが動的ソートパーティショ
ン最適化を利用できるようにする

バックポート HIVE-20910: 動的パーティションソートの最適化
により、バケットテーブルへの挿入が失敗する

バックポート HIVE-20899: LLAP YARN サービスのキータブ URI 
は HDFS のみをサポートするように制限されてい
ます

バックポート HIVE-20898: 時間関連関数の場合、引数を NULL 
不可の型にキャストできない

バックポート HIVE-20881: 一定の伝播は投影を単純化しすぎて
いる

バックポート HIVE-20880: hive.stats.filter.in.min.ratio のデフォル
ト値を更新

バックポート HIVE-20873: VectorHashKeyWrapperTwoLong 
ハッシュ衝突を減らすためにマーマーハッシュを
使う

バックポート HIVE-20868： TezDummyOperator 子オペレー
ションがあると SMB ジョインが断続的に失敗する 
getFinalOp MapRecordProcessor

バックポート HIVE-20853: ShuffleHandler .registerDAG をラッ
プデーモン API に公開する

バックポート HIVE-20850: 可能であればケース条件付きを投影
表からディメンションテーブルにプッシュする

バックポート HIVE-20842: HIVE-20660 で導入された、グループ
別の統計情報を推定するロジックを修正

バックポート HIVE-20839: 動的に分割されたハッシュ結合中に
「フィールドが見つかりません」エラー

バックポート HIVE-20835: 制約と MV 書き換えの相互作用によ
り、方解石プランナーでループが発生することが
ある

バックポート HIVE-20834: SemanticAnalyzer キャッシュされた
クエリを参照している Hive QueryResultCache エ
ントリ

バックポート HIVE-20830: JdbcStorageHandler レンジクエリー
のアサーションが失敗する場合がある

バックポート HIVE-20829: JdbcStorageHandler レンジスプリッ
トスローでNPE
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バックポート HIVE-20827: 空の配列の結果に一貫性がない

バックポート HIVE-20826: HiveSemiJoin 左側のジョイン+グ
ループを左側のセミジョインに変換するルールを
強化

バックポート HIVE-20821: SUM0 を SUM + COALESCE の組み
合わせに書き換える

バックポート HIVE-20815: JdbcRecordReader .next は例外を食
べてはいけない

バックポート HIVE-20813: udf to_epoch_milli はタイムゾーンな
しのタイムスタンプもサポートする必要がありま
す。

バックポート HIVE-20804: 制約付き最適化によるグループ化の
さらなる改善

バックポート HIVE-20792: ゾーンを含むタイムスタンプを挿入
するとデータが切り捨てられる

バックポート HIVE-20788: フィルター作成時に拡張された SJ リ
ダクションが列を誤ってバックトラックすること
がある

バックポート HIVE-20778：プラン内のすべての結合が相関解除
ロジックによって作成されている場合、結合の順
序変更がトリガーされないことがある

バックポート HIVE-20772: LLAP にタスクごとの CPU カウンタ
を記録する

バックポート HIVE-20768: タンブリングウィンドウ UDF の追加

バックポート HIVE-20767: 結合演算子間の複数のプロジェクト
が、制約を使用する結合の順序変更に影響するこ
とがある

バックポート HIVE-20762: NOTIFICATION_LOG のクリーン
アップ間隔が 60 秒とハードコードされており、小
さすぎます

バックポート HIVE-20761: notification_sequence テーブルに再試
行間隔があり、再試行回数が少なすぎる場合に、
更新対象として選択する

バックポート HIVE-20751: アローバージョンを 0.10.0 にアップ
グレード

バックポート HIVE-20746: HiveProtoHookLogger 1 日の終わり
にファイルを閉じない。

バックポート HIVE-20744: SQL 制約を使用して結合順序変更ア
ルゴリズムを改善する
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バックポート HIVE-20740: ObjectStore .setConf メソッドのグ
ローバルロックを解除します。このチェリーピッ
クは Hive 3.2 および 4.x 用の HIVE-20740 を 3.1.x 
にバックポートします

バックポート HIVE-20734: Beeline: beeline-site.xml がそうで 
Hive CLI が beeline にリダイレクトすると、システ
ムユーザー名/ダミーパスワードの入力を求めるの
ではなく、システムユーザー名/ダミーパスワード
を使用する必要があります

バックポート HIVE-20731: JdbcStorageHandler キーストアファ
イルを認証する必要があります

バックポート HIVE-20720: JDBC ハンドラーにパーティション列
オプションを追加

バックポート HIVE-20719：hive.optimize.sort.dynamic.partition 
の最適化とベクトル化がオンになっていると、更
新後に SELECT ステートメントが失敗する

バックポート HIVE-20718: コンストレイント付きのパフォーマ
ンス CLI ドライバーを追加

バックポート HIVE-20716: 
hive.cbo.stats.correlated.multi.key.joins のデフォル
ト値を true に設定

バックポート HIVE-20712: HivePointLookupOptimizer ディープ
ケースを抽出する必要があります

バックポート HIVE-20710: 定数を折りたたむと、型がないと 
NULL 定数が作成されない

バックポート HIVE-20706: external_jdbc_table2.q が断続的に失
敗する

バックポート HIVE-20704: HivePreFilteringRule 他の機能をサ
ポートするように拡張する

バックポート HIVE-20703: 動的ソートパーティションの最適化
をコストベースの決定下に置く

バックポート HIVE-20702: マップ/ジョイン選択時のデータ構造
を考慮した推定によるオーバーヘッドを考慮に入
れる

バックポート HIVE-20692: NOT x IS (NOT) [真|偽] 式の折りたた
みを有効にする

バックポート HIVE-20691: org.apache.hadoop.hive.cli を修正し
ました。 TestMiniLlapCliDriver。 testCliDriver[cttl]

バックポート HIVE-20682: 共有セッション Hive がマスタース
レッドによって閉じられると、非同期クエリの実
行が失敗することがある
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バックポート HIVE-20676: HiveServer 2: PrivilegeSynchronizer 
デーモンステータスに設定されていません

バックポート HIVE-20660: 行の総数をソーステーブルに制限す
ることで、統計によるグループ化の推定を改善で
きる

バックポート HIVE-20652:2 つの異なるデータソースを jdbc 
JdbcStorageHandler ドライバーにプッシュジョイ
ンする

バックポート HIVE-20651: JdbcStorageHandler パスワードは暗
号化する必要があります

バックポート HIVE-20649: オークライター向けの LLAP 対応メ
モリマネージャー

バックポート HIVE-20648: LLAP: オペレータ別のベクトルグ
ループでは、エグゼキュータごとにメモリを使用
する必要があります

バックポート HIVE-20646: IS NOT NULL の場合、パーティショ
ンフィルター条件がメタストアクエリにプッシュ
されない

バックポート HIVE-20644: Hive ランタイムの例外による機密情
報の公開を避ける

バックポート HIVE-20636: 外部結合後のヌル値数の推定を改善

バックポート HIVE-20632: クエリされたテーブルにマテリアラ
イズドビューが作成されると、get_splits UDF によ
るクエリが失敗する

バックポート HIVE-20627: LockException 同時実行の非同期クエ
リが断続的に失敗し、メモリリークが発生する

バックポート HIVE-20623: 共有作業:LLAP のマップ結合キャッ
シュエントリの共有を拡張

バックポート HIVE-20619: MultiDelimitSerDe デフォルトで 
HiveServer 2 つに含める

バックポート HIVE-20618: バケット化されていないテーブルで
は、 BucketMapJoin結合時に選択が選択される場
合がある

バックポート HIVE-20617: IN 式の定数の型が正しい型になるよ
うに修正

バックポート HIVE-20612: CBO 用の新しい結合マルチキー相関
フラグを作成する

バックポート HIVE-20603: テーブルロケーションファイルシス
テムを変更した後にパーティションに挿入すると
「間違ったFS」エラーが発生する
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バックポート HIVE-20601: の ALTER_PARTITION 
EnvironmentContext イベントが NULL 
DbNotificationListener

バックポート HIVE-20583: ケルベロスの認証にのみ正規のホス
ト名を使用する HiveConnection

バックポート HIVE-20582: ハイブプロトロギングの hflush を設
定可能にする

バックポート HIVE-20563: ベクトル化:THEN/ELSE タイプと結
果タイプが異なる場合にエクスプレッションが失
敗するケース

バックポート HIVE-20558: hive.hashtable.key.count.adjustment
のデフォルトを0.99に変更

バックポート HIVE-20552: LogicalPlan スキーマをより速く取得
する

バックポート HIVE-20550: ビーラインを使用してハイブクエリ
を送信するように WebHCat を切り替える

バックポート HIVE-20537: CBO と Hive で異なる相関関係のな
い列と複数列が推定値を結合する

バックポート HIVE-20524: Hive バージョン 2 からバージョン 
3 に移行すると、ALTER TABLE VARCHAR から 
DECIMAL へのスキーマの進化チェックが壊れる

バックポート HIVE-20522: フィールドに NULL 
HiveFilterSetOpTransposeRule 値を入力できない
ためにアサーションエラーが発生することがある

バックポート HIVE-20521: HS2 DOAS=True には 
hadoop.tmp.dir、MR と S3A ファイルシステムの
パーミッションの問題があります

バックポート HIVE-20515: 結果キャッシュとクエリ一時ディレ
クトリ、結果キャッシュディレクトリを異なる
ファイルシステムで使用すると、クエリ結果が空
になる

バックポート HIVE-20508: Hive は「user @realm」タイプの
ユーザー名をサポートしていません

バックポート HIVE-20507: Beeline: beeline-site.xml からすべて
の URI を取得するユーティリティコマンドを追加

バックポート HIVE-20505: org.openjdk.jmh: jmh-core を 1.21 に
アップグレード

バックポート HIVE-20503: マップ結合選択時にデータ構造を考
慮した推定を使用する

バックポート HIVE-20498: 列統計情報の自動収集の日付タイプ
をSupport
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バックポート HIVE-20496: ベクトル化:ベクトル化された PTF 
IllegalStateException

バックポート HIVE-20494: HIVE-19440 の後にジェネリック 
UDFRestrictInformationSchema が壊れた

バックポート HIVE-20477: OptimizedSql エクスプレッションに
インが含まれている場合は表示されません

バックポート HIVE-20467: リソースプランの作成/削除時に存在
しない場合は許可する/存在する場合は許可する

バックポート HIVE-20462: ビューが既に存在する場合、「存在
しない場合はビューを作成」が失敗する

バックポート HIVE-20455: セキュリティ認証からログが流出す
る。 PrivilegeSynchonizerrun

バックポート HIVE-20439: LLAP のジョイン選択時に膨らんだメ
モリ制限を使用する

バックポート HIVE-20433: 暗黙の文字列からタイムスタンプへ
の変換が遅い

バックポート HIVE-20432: 統計情報推定用の整数型の 
BETWEEN を IN に書き換える

バックポート HIVE-20423: ヌル配列をデフォルトのヌル順序と
して最後に設定する

バックポート HIVE-20418：列が選択されていないクエリで行イ
ンデックスが無効になっている ORC ファイルが 
LLAP IO で正しく処理されないことがある

バックポート HIVE-20412: NPE ピン HiveMetaHook

バックポート HIVE-20406: ネストコアレスの結果が正しくない

バックポート HIVE-20399：完全修飾されていないカスタムテー
ブルロケーションのCTAS が MM テーブルで失敗
する

バックポート HIVE-20393: セミジョインリダクション: 
markSemiJoinDPP の動作に一貫性がない

バックポート HIVE-20391: 集計関数を分解するときに、 
HiveAggregateReduceFunctionsRule間違った戻り
値の型を推測することがある

バックポート HIVE-20383: Hive プロトイベントフックのキュー
名が無効で、同期の問題が発生する。

バックポート HIVE-20367: ベクトル化:PTF 平均値、最大値、最
小値、合計値のストリーミングをSupport

バックポート HIVE-20366: TPC-DS クエリ 78 の統計情報が、そ
のフィルタがヌルである場合の推定値がずれてい
る
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バックポート HIVE-20364: hive.map.aggr.hash.min.reductionの
デフォルトを更新

バックポート HIVE-20352: ベクトル化:グループ化機能をSupport

バックポート HIVE-20347: hive.optimize.sort.dynamic.partition は
パーティション化された CTAS と MV で動作する
はずです

バックポート HIVE-20345: 別の呼び出しでテーブルが削除され
ると、ドロップデータベースがハングアップする
ことがある

バックポート HIVE-20343: ハイブ 3: CTAS はトランザクション
プロパティを尊重しない

バックポート HIVE-20340: タイムスタンプ関数の出力を文字列
として使用する場合、ドルイドはタイムスタンプ
から文字列への明示的なキャストが必要

バックポート HIVE-20339：ベクトル化：不要な制限を解除する
と、RANKを含む一部のPTFがベクトル化されなく
なる

バックポート HIVE-20337 CachedStore: getPartitionsBy Expr が
パーティションリストに正しくデータを入力して
いない

バックポート HIVE-20336: マテリアライズドビューのマスキン
グおよびフィルタリングポリシー

バックポート HIVE-20326: [リプライなし] の代わりに [リプライ
する] をデフォルトとして制約を作成する

バックポート HIVE-20321: ベクトル化:1 VectorHashKeyWrapper 
列のメモリサイズを 1 未満に削減 CacheLine

バックポート HIVE-20320: hive.optimize.remove.sq_count_check 
フラグをオンにする

バックポート HIVE-20315: ベクトル化:NULL /間違った結果の問
題をより多く修正し、不必要なキャスト/変換を回
避

バックポート HIVE-20314: マテリアライズドビューの書き換え
にパーティションプルーニングを含める

バックポート HIVE-20312: BufferAllocator アロークライア
ントが独自のものを使用できるようにする 
LlapOutputFormatService

バックポート HIVE-20302: LLAP: IO での非ベクトル化実行で
は、ROW__ID を含む仮想列が無視される

バックポート HIVE-20300: VectorFileSinkArrowOperator

バックポート HIVE-20299: LLAP シグナーユニットテストにおけ
る競合の可能性
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バックポート HIVE-20296: HivePointLookupOptimizerRule より
高度なコンテキストから抽出できるように改良

バックポート HIVE-20294: ベクトル化:合体/ELTでのNULL/間
違った結果の問題を修正しました

バックポート HIVE-20292: プライマリ制約が定義されている 
tpcds クエリ93 のジョインの順序が正しくありま
せん

バックポート HIVE-20290: ArrowColumnarBatchSerDe 遅延初期
化により、実行中にバッファが割り当てられない 
GetSplits

バックポート HIVE-20281:「オペレータキャッシュの内容と実際
のプランが異なる」 SharedWorkOptimizer と表示
されて失敗する

バックポート HIVE-20277: ベクトル化:ブール値を返すケース式
は FILTER ではサポートされていません

バックポート HIVE-20267: ログレベルを動的に構成するフォー
ムを含むように WebUI を拡張する

バックポート HIVE-20263: 
HiveReduceExpressionsWithStatsRule 変数のタイ
プミス

バックポート HIVE-20260: 行数が別の列のフィルターによって
変更された場合、列の NDV をスケーリングしては
いけない

バックポート HIVE-20252：セミジョインリダクション：小さ
なテーブルサイドの上流にマップジョインがある
と、セミジョインブランチによるサイクルが検出
されないままになることがある。

バックポート HIVE-20245: ベクトル化:入力の間に NULL /間違っ
た結果になる問題を修正

バックポート HIVE-20241: CTAS ステートメントのパーティ
ショニング仕様をSupport

バックポート HIVE-20240: セミジョインリダクション:ローカル
変数を使用して外部テーブルの状態を確認する

バックポート HIVE-20226: リクエストの最大イベント数
がテーブルの max_rows を超えると、HMS 
getNextNotification が例外をスローする

バックポート HIVE-20225: SerDe テラデータバイナリ形式をサ
ポートするには

バックポート HIVE-20213: カルサイトを 1.17.0 にアップグレー
ド
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バックポート HIVE-20212: HTTP モードの Hiveserver2 がメト
リックのデフォルト.general.open_Connections を
誤って出力する

バックポート HIVE-20210: パーティション以外の列でフィル
ター処理を行い、 MapReduce 変換が最小限の場
合、簡易フェッチオプティマイザーが起動するは
ずです

バックポート HIVE-20209: 返信ダンプを初めて試みたときにメ
タストア接続が失敗する

バックポート HIVE-20207: ベクトル化:フィルター/比較での 
NULL /間違った結果の問題を修正しました

バックポート HIVE-20204: 入力中のタイプ変換

バックポート HIVE-20203: SerDe 矢印が漏れる DirectByteBuffer

バックポート HIVE-20197: ベクトル化:DECIMAL_64 テストの追
加、日付/間隔/タイムスタンプ演算の追加、集計に
よるグループ化の追加

バックポート HIVE-20193: cboInfoが説明プランjsonに存在しな
い

バックポート HIVE-20192: メタストアが埋め込まれた HS2 が 
JDOPersistenceManager オブジェクトをリークし
ている

バックポート HIVE-20183: ソーステーブルに空のバケットが含
まれている場合、バケットテーブルから挿入する
とデータが失われる可能性がある

バックポート HIVE-20177: ベクトル化: KeyWrapper GroupBy ス
トリーミングモードでの割り当てを減らす

バックポート HIVE-20174: ベクトル化:GROUP BY 集計関数で発
生する NULL /間違った結果の問題を修正しました

バックポート HIVE-20172: リモートメタストアに接続しようと
したときに GSS StatsUpdater 例外が発生して失敗
しました

バックポート HIVE-20153: UDF のカウントと合計が Hive 2 以降
でより多くのメモリを消費する

バックポート HIVE-20152: repl ダンプが失敗したときにデータ
ベースの状態をリセットして、テーブルの名前を
変更できるようにする

バックポート HIVE-20149: TestHiveCli フェイル/タイムアウト

バックポート HIVE-20130: 情報スキーマシンクロナイザーのロ
ギングの改善

バックポート HIVE-20129: Orc テーブルの位置ベースのスキーマ
展開に戻す
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バックポート HIVE-20118: SessionStateUserAuthenticator。 
getGroupNames

バックポート HIVE-20116: TezTask ペアレントロガーを使用し
ています

バックポート HIVE-20115: ACID テーブルは分析にフッタース
キャンを使用すべきではない

バックポート HIVE-20103: WM: DAG カウンタが 1 つ以上使用さ
れている場合のみ集約する

バックポート HIVE-20101: ブルームクフィルター:ローカルバイ
ト [] 配列を完全に使用しないでください

バックポート HIVE-20100 OpTraits : 不一致が検出される
と、Optraitsの選択が停止するはずです

バックポート HIVE-20098: 統計情報:日付列のパーティション統
計を取得する際の NPE

バックポート HIVE-20095: 計算を jdbc 外部テーブルにプッシュ
する機能を修正

バックポート HIVE-20093: LlapOutputFomatService: ArrowBuf 
アカウンティングにネティと一緒に使う

バックポート HIVE-20090: セミジョインリダクションフィル
ターの作成を拡張して、新しい機会を発見できる
ようにする

バックポート HIVE-20088: ビーラインコンフィグのロケーショ
ンパスが正しく組み立てられない

バックポート HIVE-20082: HiveDecimal 文字列への変換で十進数
が正しくフォーマットされない

バックポート HIVE-20069: DPP およびセミジョイン最適化の場
合の再最適化を修正

バックポート HIVE-20051: テンポラリテーブルの認証をスキッ
プする

バックポート HIVE-20044: アロー・セルデは文字値をパディン
グし、空の文字列を正しく処理する必要がある

バックポート HIVE-20028: メタストアクライアントのキャッ
シュ構成が誤って使用される

バックポート HIVE-20025: によって作成されたイベントファイ
ルのクリーンアップ HiveProtoLoggingHook

バックポート HIVE-20020: ハイブ投稿ジャーはライブラリにあ
るべきではない

バックポート HIVE-20013: to_date 関数の日付タイプに暗黙的な
キャストを追加
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バックポート HIVE-20011: プロトロギングフックの追加モード
から離れる

バックポート HIVE-20005: acid_table_stats、acid_no_buckets な
ど-ブランチでのクエリ結果の変更

バックポート HIVE-20004: ConvertDecimal 64 で間違ったスケー
ルを使用すると、ToDecimal 結果が不正確になる

バックポート HIVE-19995: アシッドテーブルの行トラフィック
を集約する

バックポート HIVE-19993: 列名としても表示されるテーブルエ
イリアスを使用できない

バックポート HIVE-19992: ベクター化:HIVE-19951 に続く--> 呼
び出しを追加 SchemaEvolution isOnlyImplicitデー
タ型変換が暗黙的でない場合にのみORCのエン
コードされたLLAP I/Oを無効にする変換

バックポート HIVE-19989: メタストアが HADOOP2 メトリクス
に間違ったアプリケーション名を使用する

バックポート HIVE-19981: HiveStrictManagedMigration ユーティ
リティによって外部テーブルに変換された管理
テーブルは、テーブルが削除されたときにデータ
を削除するように設定する必要があります

バックポート HIVE-19967: SMB ジョイン:GBY オペレーション
用の PTF オペレータにはポートレイトが必要

バックポート HIVE-19935: Hive WM セッションが強制終了され
ました:LLAP タスク数の更新に失敗しました

バックポート HIVE-19924: リプレロードによって実行される 
distcp ジョブにタグを付ける

バックポート HIVE-19891: カスタムパーティションディレクト
リを含む外部テーブルに挿入すると、データが失
われる可能性がある

バックポート HIVE-19850: Tez の動的パーティションプルーニ
ングにより「テーブルスキャンの作業が見つかり
ません」というエラーが発生する

バックポート HIVE-19806: テスト結果が不安定にならないよう
に qtest の出力をソートする

バックポート HIVE-19770: 選択時に同じ列が複数あるクエリの 
CBO のSupport

バックポート HIVE-19769: データベース名とテーブル名専用の
オブジェクトを作成する

バックポート HIVE-19765: パーケット固有のテストをに追加 
BlobstoreCliDriver
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19850
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型 説明

バックポート HIVE-19759: フレークテスト: 
TestRpc#testServerPort

バックポート HIVE-19711: ハイブスキーマツールをリファクタ
リングする

バックポート HIVE-19701: getDelegationTokenFromMetaStore 
同期させる必要はありません

バックポート HIVE-19694: マテリアライズドビューの作成ス
テートメントは、MV の SQL ステートメントを実
行する前に MV 名の競合をチェックする必要があ
ります。

バックポート HIVE-19674: 十進定数によるグループ化がドルイ
ドテーブルにプッシュダウン

バックポート HIVE-19668: org.antlr.runtime の重複によって
ヒープの 30% 以上が無駄になっています。 
CommonTokenと重複文字列

バックポート HIVE-19663: LLAP 入出力レポート生成のリファク
タリング

バックポート HIVE-19661: Re2J 正規表現エンジンを使用するよ
うに Hive ユーザー定義ファイルを切り替える

バックポート HIVE-19628: LLAP テスト署名で NPE が発生する
可能性がある

バックポート HIVE-19568: アクティブ/パッシブ HS2 HA: パッシ
ブ HS2 インスタンスへの直接接続を禁止する

バックポート HIVE-19564: ベクトル化:算術演算で NULL /間違っ
た結果になる問題を修正しました

バックポート HIVE-19552: TestMiniDruidKafkaCliDriver 
#druidkafkamini_basic .q を有効にする

バックポート HIVE-19432: GetTablesOperation ハイブのデータ
ベースとテーブルが多すぎると遅すぎる

バックポート HIVE-19360: CBO: QueryPlan オブジェクトに「最
適化された SQL」を追加

バックポート HIVE-19326: 統計情報のauto 収集:UNION クエリ
中の集計が正しくない

バックポート HIVE-19313: TestJdbcWithTokenStoreNoDoAs 
データベーステストが失敗している

バックポート HIVE-19285: ログをのサブクラスに追加する 
MetaDataOperation

バックポート HIVE-19235: ミニマーテスト用のゴールデンファ
イルの更新

バックポート HIVE-19104: 再試行でテストを開始すると、 
MetaStore インスタンスは独立しているはずです
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19759
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19711
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19701
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19694
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19674
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19668
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19663
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20829
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19628
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19568
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19564
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19552
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19432
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19360
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19326
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19313
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19285
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19235
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-19104
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型 説明

バックポート HIVE-18986: テーブルの名前を変更すると 
java.lang が実行されます。 StackOverflowError 
テーブルに多数の列が含まれている場合は 
DataNucleus で

バックポート HIVE-18920: CBO: 最初のクエリの前にジャニーノ
プロバイダーを初期化する

バックポート HIVE-18873: で MR HiveInputFormat の述語プッ
シュダウンをサイレントにスキップすると、スト
レージハンドラーが誤った結果を生成することが
ある

バックポート HIVE-18871: hive.aux.jars.path を hdfs://に設定し
たためにハイブオンテズ実行エラーが発生する

バックポート HIVE-18725: 間違った列参照がある場合のサブク
エリのエラー処理を改善

バックポート HIVE-18696: 次の場合、 
HiveMetaStore .add_partitions_core メソッドで
パーティションフォルダーが正しくクリーンアッ
プされないことがある

バックポート HIVE-18453: ACID:「トランザクションテーブルの
作成」構文を追加して ACID ORC と Parquet のサ
ポートを統一する

バックポート HIVE-18201: sq_count_chec の XPROD_EDGE を
無効にする

バックポート HIVE-18140: 基本的な統計情報が混在するケース
では、分割テーブルの統計がおかしくなる

バックポート HIVE-17921: LLAP の構造体による集約が誤った結
果になる

バックポート HIVE-17896: TopNKey: スタンドアロンのベクトル
化可能な TopN キー演算子を作成する

バックポート HIVE-17840: HiveMetaStore 
TransactionalListeners.notifyEvent が失敗すると例
外が発生する

バックポート HIVE-17043: 後で参照されない場合、一意でない
列をキーごとにグループから削除する

バックポート HIVE-17040: FKリレーションシップが存在する場
合のジョインエリミネーション

バックポート HIVE-16839: 同じパーティションを同時に変更す
ると、オープントランザクション/コミットトラン
ザクションへの呼び出しが不均衡になる

バックポート HIVE-16100: 動的ソートパーティションオプティ
マイザーが兄弟演算子を失う
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-18986
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-18920
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-18873
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-18871
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-18725
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-17040
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-16839
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-16100
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型 説明

バックポート HIVE-15956: StackOverflowError たくさんのパー
ティションをドロップするとき

バックポート HIVE-15177: Kerberos 認証タイプが FromSubject 
に設定されていて、プリンシパルに _HOST が含ま
れていると、ハイブによる認証が失敗する

バックポート HIVE-14898: HS2 は空の認証ヘッダーエラーの
コールスタックをログに記録すべきではない

バックポート HIVE-14493: マテリアライズドビューのパーティ
ショニングサポート

バックポート HIVE-14431: コアレスをケースとして認識する

バックポート HIVE-13457: 情報を監視するための HS2 REST 
API エンドポイントを作成する

バックポート HIVE-12342: hive.optimize.index.filter のデフォル
ト値を true に設定

バックポート HIVE-10296: Hive がメタストアでマルチジョイン
クエリを実行すると、キャスト例外が発生する

バックポート HIVE-6980: ダイレクト SQL を使用してテーブル
をドロップする

Amazon EMR 6.6.0-ハイブ設定の変更

• OSS の変更の一環として、動的パーティションをソート
するプロパティである HIVE-20703 がに置き換えられまし
たhive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold。hive.optimize.sort.dynamic.partition

hive.optimize.sort.dynamic.partition.thresholdこの構成には次の潜在的な値があります。

値 説明

0

(デフォルト)

ORC ファイルを使用する場合に、動的パーティションをソートするための最適
化をコストベースの決定にします。INSERT クエリで許可される最大ライター数
は、(エグゼキューター/コンテナメモリ) * (orc が使用するメモリの割合) を 1 人
のライターが使用する最大メモリ (ストライプサイズ) で割った値に基づいて計算
されます。

-1 動的パーティションを完全にソートするための最適化を無効にします。

1 動的パーティションのグローバルソートを有効にします。これにより、リデュー
サー内の各パーティション値に対してオープンなレコードライターが 1 つだけに
なり、レデューサーのメモリ負荷が軽減されます。

2

(またはそれ以上の
整数)

指定された整数を最大ライター数のしきい値として使用するように Hive に指示
します。
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-15956
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-15177
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-14898
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-14493
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-14431
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-13457
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-12342
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-10296
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-6980
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20703
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Amazon EMR 6.6.0-Hive の既知の問題

• join と同じ列にウィンドウ関数を使用するクエリを実行すると、HIVE-25278 で報告されているように
変換が無効になり、結果が不正確になったり、クエリが失敗したりする可能性があります。回避策とし
て、このようなクエリのクエリレベルで CBO を無効にできます。詳細については、AWSサポートにお
問い合わせください。

• Amazon EMR 6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6. Hive 3.1.2 では、ヘッダーとフッターを
含むテキストファイルを分割する機能が導入されています (HIVE-21924)。Apache Tez アプリマスター
は、各ファイルを読み取り、データ範囲内のオフセットポイントを決定します。これらの動作が組み合
わさって、クエリが多数の小さなテキストファイルを読み取る場合、パフォーマンスに悪影響を及ぼす
可能性があります。回避策として、CombineHiveInputFormat次のプロパティを設定して最大分割サ
イズを設定して調整してください。

SET hive.tez.input.format=org.apache.hadoop.hive.ql.io.CombineHiveInputFormat;
SET mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize=16777216;

• Amazon EMR 6.6.0 から 6.9.0 では、動的パーティションと ORDER BY 句または SORT 
BY 句を使用する INSERT クエリには、常に 2 つのリデューサーがあります。この問題
は OSS の変更 HIVE-20703 が原因で、動的ソートパーティションの最適化はコストベー
スの決定下に置かれます。ワークロードで動的パーティションのソートが不要な場合
は、hive.optimize.sort.dynamic.partition.threshold-1プロパティをに設定して新機能を
無効にし、リデューサーの数を正しく計算することをおすすめします。この問題は、OSS Hive で OSS 
Hive でEMR されています。
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https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-25278
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-21924
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-20703
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22269
https://issues.apache.org/jira/browse/HIVE-22269
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Hudi
Apache Hudi は、増分データの処理とデータパイプラインの開発をシンプルにするオープンソースのデー
タ管理フレームワークであり、レコードレベルの挿入、更新、アップサート、および削除機能を備えてい
ます。アップサートとは、既存のデータセットにレコードがまだ存在しない場合は挿入し、存在する場合
は更新する機能を指します。Amazon S3 でのデータのレイアウト方法を効率的に管理することで、Hudi 
はデータをほぼリアルタイムで取り込んで更新できます。Hudi は、データセットに対して実行されたアク
ションのメタデータをきめ細かく管理して、アクションをアトミックで整合性のある状態にするのに役立
ちます。

Hudi は、Apache Spark、Apache Hive、および Presto と統合されています。Amazon EMR リリースバー
ジョン 6.1.0 以降では、Hudi は Trino (PrestoSQL) とも統合されています。

Amazon EMR リリースバージョン 5.28.0 以降では、EMR は Spark、Hive、または Flink のインストール
時に、デフォルトで Hudi コンポーネントをインストールします。Spark または Hudi DeltaStreamer ユー
ティリティを使用して Hudi データセットを作成または更新できます。Hive、Spark、Presto、または Flink 
を使用して Hudi データセットをインタラクティブにクエリしたり、インクリメンタルプルを使用して
データ処理パイプラインを構築したりできます。増分プルとは、2 つのアクション間で変更されたデータ
のみをプルする機能を指します。

これらの機能により、Hudi は以下のユースケースに適しています。

• 特定のデータの挿入および更新イベントを必要とするセンサーやその他のモノのインターネット (IoT) 
デバイスからのストリーミングデータを操作する。

• ユーザーがデータの使用方法について忘れたり、同意を変更したりする可能性のあるアプリケーション
のデータプライバシー規制を遵守する。

• 経時的に変更をデータセットに適用できる変更データキャプチャ (CDC) システムを実装する。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Hudi のバージョンと、Amazon 
EMR で Hudi と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Hudi と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.0 の Hudi バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hudi バージョン Hudi でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Hudi 0.12.2-amzn-0 Not available.

Note

Amazon EMR リリース 6.8.0 には Apache Hudi 0.11.1 が付属しています。ただし、Amazon 
EMR 6.8.0 クラスターは Hudi 0.12.0hudi-spark3.3-bundle_2.12 のオープンソースとも互換
性があります。

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Hudi のバージョンと、Amazon 
EMR で Hudi と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Hudi と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
5.36.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)」を参照してください。
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https://hudi.apache.org/
http://aws.amazon.com/emr/features/spark/
https://hive.apache.org/
https://prestodb.github.io
https://trino.io/
https://en.wikipedia.org/wiki/Change_data_capture
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emr-5.36.0 の Hudi バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hudi バージョン Hudi でインストールされるコン
ポーネント

EMR 5.36.0 Hudi 0.10.1-amzn-1 Not available.

トピック
• Hudi の仕組み (p. 2010)
• Amazon EMR で Hudi を使用する際の考慮事項と制限事項 (p. 2011)
• Hudi がインストールされたクラスターを作成する (p. 2012)
• Hudi データセットを操作する (p. 2013)
• Hudi CLI を使用する (p. 2022)
• Hudi リリース履歴 (p. 2023)

Hudi の仕組み
Amazon EMR で Hudi を使用する場合、Spark Data Source API または Hudi DeltaStreamer ユーティリ
ティを使用して、データセットにデータを書き込むことができます。Hudi は、basepath の下で、従来
の Hive テーブルに似たパーティション分割されたディレクトリ構造にデータセットを編成します。これら
のディレクトリ内のファイルとしてのデータのレイアウト方法の詳細は、選択したデータセットタイプに
よって異なります。書き込み時コピー (CoW) または読み取り時マージ (MoR) を選択できます。

データセットタイプにかかわらず、データセット内の各パーティションは basepath に対する
partitionpath によって一意に識別されます。各パーティション内で、レコードは複数のデータファイ
ルに分散されます。詳細については、Apache Hudi ドキュメントの「File management」を参照してくだ
さい。

Hudi の各アクションには、対応するコミットがあり、インスタントと呼ばれる単調に増加するタイムスタ
ンプで識別されます。Hudi は、データセットに対して実行された一連のすべてのアクションをタイムライ
ンとして保持します。Hudi は、タイムラインを使用して、読み取り側と書き込み側のスナップショット分
離を提供し、前の時点にロールバックできるようにします。Hudi が記録するアクションとアクションの状
態の詳細については、Apache Hudi ドキュメントの「タイムライン」を参照してください。

データセットストレージタイプについて: 書き込み時
にコピーおよび読み取り時にマージ
Hudi データセットを作成するときに、データセットが書き込み時コピーであるか読み取り時マージである
かを指定します。

• 書き込み時コピー (CoW) – データは列形式 (Parquet) で保存され、更新ごとに書き込み中にファイルの
新しいバージョンが作成されます。CoW はデフォルトのストレージタイプです。

• 読み取り時マージ (MoR) – データは、列形式 (Parquet) 形式と行形式 (Avro) の組み合わせを使用して保
存されます。更新は、行形式の差分ファイルに記録され、必要に応じて圧縮されて、新しいバージョン
の列形式のファイルが作成されます。

CoW データセットでは、レコードが更新されるたびに、そのレコードを含むファイルが更新された値で
書き換えられます。MoR データセットでは、更新があるたびに、Hudi によって変更されたレコードの行
のみが書き込まれます。MoR は、読み取りが少なく書き込みまたは変更が多いワークロードに適していま
す。CoW は、頻繁に変更されないデータの読み取りが多いワークロードに適しています。

Hudi は、データにアクセスするための 3 つの論理ビューを提供します。
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https://hudi.apache.org/docs/concepts.html#file-management
https://hudi.apache.org/docs/concepts.html#timeline
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• 読み取り最適化ビュー – CoW テーブルからの最新のコミットされたデータセットと、MoR テーブルか
らの最新の圧縮されたデータセットを提供します。

• 増分ビュー – CoW データセットからの 2 つのアクション間の変更ストリームを、ダウンストリーム
ジョブと ETL (抽出、変換、ロード) ワークフローのフィード用に提供します。

• リアルタイムビュー – 列形式のファイルと行形式のファイルをインラインでマージすることで、MoR 
テーブルからの最新のコミットされたデータを提供します。

読み取り最適化ビューをクエリすると、クエリからすべての圧縮されたデータが返されますが、このデー
タには最新の差分コミットは含まれていません。このデータをクエリすると、読み取りパフォーマンスは
向上しますが、最新のデータは省かれています。リアルタイムビューをクエリすると、圧縮されたデータ
が Hudi によって読み取り時に差分コミットにマージされます。最新のデータがクエリに使用可能になり
ますが、マージのコンピューティングオーバーヘッドにより、クエリのパフォーマンスが低下します。圧
縮されたデータまたはリアルタイムデータのいずれかをクエリする機能では、クエリ時にパフォーマンス
と柔軟性のどちらを優先させるかを選択できます。

ストレージタイプ間での優先項目の選択の詳細については、Apache Hudi ドキュメントの「Storage Types 
& Views」を参照してください。

Hudi は MoR のために、Hive Metastore に 2 つのテーブルを作成します。ひとつは読み込み最適化ビュー
で使用するための、ユーザーが指定したテーブルです。もうひとつはリアルタイムビューで使用するため
の、同名テーブルの末尾に _rt が付与されたテーブルです。両方のテーブルをクエリできます。

メタストアへの Hudi データセットの登録
Hudi テーブルを Hive メタストアに登録すると、他のテーブルと同様に、Hive、Spark SQL、または 
Presto を使用して Hudi テーブルをクエリできます。さらに、AWS Glue Data Catalog をメタストアとし
て使用するように Hive と Spark を設定することで、Hudi を AWS Glue に統合できます。MoR テーブル
の場合、Hudi はデータセットをメタストアの 2 つのテーブルとして登録します。それらは、指定した名
前のテーブル (読み取り最適化ビュー) と、同じ名前で _rt を付加したテーブル (リアルタイムビュー) で
す。

Spark を使用して Hudi データセットを作成するときに、Hudi テーブルを Hive メタストアに登録します。
そのためには、HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY オプションを "true" に設定し、他の必要なプロパティ
を指定します。詳細については、「Hudi データセットを操作する (p. 2013)」を参照してください。さら
に、hive_sync_tool コマンドラインユーティリティを使用して、Hudi データセットを個別にテーブルとし
てメタストアに登録できます。

Amazon EMR で Hudi を使用する際の考慮事項と制
限事項

• レコードキーフィールドを null または空にすることはできない - レコードキーフィールドとして指定す
るフィールドには、null または空の値を指定できません。

• upsert および insertHoodieRecordPayload でスキーマがデフォルトで更新される — Hudi に
はインターフェイスが備わっており、これにより、 DataFrame 入力と既存の Hudi データセッ
トをマージして、新しい更新されたデータセットを生成する方法が決定されます。Hudi には、
このクラスのデフォルト実装があります。これによりOverwriteWithLatestAvroPayload、
入力で指定されているように既存のレコードが上書きされ、スキーマが更新されます 
DataFrame。マージおよび部分的な更新を実装するためにこのロジックをカスタマイズす
るには、DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY パラメータを使用して
HoodieRecordPayload インターフェイスの実装を提供できます。

• 削除にはスキーマが必要 - 削除するときは、レコードキー、パーティションキー、事前結合キーの
フィールドを指定する必要があります。他の列は null または空にすることができますが、完全なス
キーマが必要です。
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• MoR テーブルの制限 — MOR テーブルではセーブポイントはサポートされていません。Spark 
SQL、Presto、または Hive から、読み取り最適化ビューまたはリアルタイムビュー (tableName_rt) 
を使用して MoR テーブルをクエリできます。読み取り最適化ビューを使用した場合、ベースファイル
データのみが公開され、ベースデータとログデータのマージされたビューは公開されません。

• [Hive]
• テーブルを Hive メタストアに登録する場合、Hudi では、Hive Thrift サーバーがデフォルトのポート
10000 で実行されていると想定されます。このポートをカスタムポートで上書きする場合は、以下の
例に示すように HIVE_URL_OPT_KEY オプションを渡します。

.option(DataSourceWriteOptions.HIVE_URL_OPT_KEY, "jdbc:hive2://localhost:override-port-
number

• Spark の timestamp データ型は、Hive の timestamp 型としてではなく、Hive の long データ型と
して登録されます。

• Presto
• Presto では、Hudi バージョン 0.6.0 未満の場合、MoR リアルタイムテーブルの読み取りはサポート

されていません。
• Presto は、スナップショットクエリのみをサポートしています。
• Presto で Hudi データセット列が正しく解釈されるためには、hive.parquet_use_column_names

値を true に設定します。
• セッションの値を設定するには、Presto シェルで以下のコマンドを実行します。

set session hive.parquet_use_column_names=true

• クラスターレベルで値を設定するには、以下の例に示すように、presto-connector-hive 設定
分類を使用して hive.parquet.use_column_names を true に設定します。詳細については、
「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

[ 
  { 
    "Classification": "presto-connector-hive", 
    "Properties": { 
      "hive.parquet.use-column-names": "true" 
    } 
  }
]

• HBase インデックス
• Hudi の構築に使用した HBase のバージョンが、EMR リリースガイドに記載されているバージョンと

異なる場合があります。Spark セッションに対して正しい依存関係をプルインするには、次のコマン
ドを実行します。

spark-shell \
--jars /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar,/usr/lib/hudi/cli/lib/*.jar \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false"

Hudi がインストールされたクラスターを作成する
Amazon EMR リリースバージョン 5.28.0 以降では、Amazon EMR は Spark、Hive、または Presto のイン
ストール時に、デフォルトで Hudi コンポーネントをインストールします。Amazon EMR で Hudi を使用
するには、以下のアプリケーションの 1 以上がインストールされたクラスターを作成します。

• Hadoop
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• [Hive]
• Spark
• Presto
• Flink

クラスターは、AWS Management Console、AWS CLI、または Amazon EMR API を使用して作成できま
す。

AWS Management Console を使用して Hudiを含むクラスターを
作成するには
1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 

EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選
択します。

3. [Software Configuration] (ソフトウェア設定) の [Release] (リリース) で emr-5.28.0 以降を選択
し、[Hadoop]、[Hive]、[Spark]、[Presto]、[Tez] と、クラスターに必要なその他のアプリケーション
を選択します。

4. アプリケーションに必要な他のオプションを設定し、[Next (次へ)] を選択します。
5. 必要に応じて、[ハードウェア] と [General cluster settings (全般クラスター設定)] のオプションを設定

します。
6. [Security Options (セキュリティオプション)] で、マスターノードのコマンドラインへの SSH による

接続に使用できる [EC2 キーペア] を選択することをお勧めします。これにより、このガイドで説明さ
れている Spark シェルコマンド、Hive CLI コマンド、Hudi CLI コマンドを実行できます。

7. 必要に応じて他のセキュリティオプションを選択し、[クラスターの作成] を選択します。

Hudi データセットを操作する
Hudi は、Spark を介した Hudi データセットのデータの挿入、更新、削除をサポートしています。詳細に
ついては、Apache Hudi ドキュメントの「Writing Hudi Tables」を参照してください。

以下の例では、インタラクティブな Spark シェルを起動し、Spark submit を使用するか、Amazon EMR 
Notebooks を使用して、Amazon EMR で Hudi を操作する方法を示しています。Hudi DeltaStreamer ユー
ティリティまたは他のツールを使用して、データセットに書き込むこともできます。このセクション全体
を通して、例では、デフォルトの hadoop ユーザーとして、SSH を使用してマスターノードに接続しなが
ら、Spark シェルを使用してデータセットを操作する方法を示しています。

Amazon EMR 6.7 以降を使用して Spark シェルを起動します
Amazon EMR 6.7.0spark-shell 以降を実行している場合spark-submit、spark-sqlまたは使用して
いる場合は、次のコマンドを渡します。

Note

Amazon EMR 6.7.0 は Apache Hudi 0.11.0-amzn-0 を使用しており、以前の Hudi バージョンに
比べて大幅に改善されています。詳細については、『Apache Hudi 0.11.0 マイグレーションガイ
ド』を参照してください。このタブの例には、これらの変更が反映されています。

プライマリノードで Spark シェルを開くには

1. SSH を使用してプライマリノードConnect。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの「SSH を
使用してプライマリノードConnect する」を参照してください。
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2. 以下のコマンドを入力して、Spark シェルを起動します。 PySpark シェルを使用するには、#######
#pyspark##########。

spark-shell --jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \     
--conf 
 "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog"  \
--conf "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension"

Amazon EMR 6.6 およびそれ以前のバージョンを使用して Spark 
シェルを起動します
Amazon EMR 6.6.xspark-shell 以前を実行している場合spark-submit、spark-sqlまたは使用して
いる場合は、次のコマンドを渡します。

Note

• Amazon EMR 6.2 および 5.31 以降 (Hudi 0.6.x 以降) では、spark-avro.jarを設定から省略
できます。

• Amazon EMR 6.5 および 5.35 以降 (Hudi 0.9.x 以降) で
は、spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false設定から省略できます。

• Amazon EMR 6.6 および 5.36 以降 (Hudi 0.10.x 以降) には、バージョン:0.10.0 
SparkHoodieSparkSessionExtension ガイドに記載されている設定を含める必要がありま
す。

--conf  
 "spark.sql.extensions=org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension" \

プライマリノードで Spark シェルを開くには

1. SSH を使用してプライマリノードConnect。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの「SSH を
使用してプライマリノードConnect する」を参照してください。

2. 以下のコマンドを入力して、Spark シェルを起動します。 PySpark シェルを使用するには、#######
#pyspark##########。

spark-shell \
--conf "spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer" \
--conf "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false" \
--jars /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar,/usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar

Amazon EMR 6.7 以降を搭載した Amazon EMR ノートブックで 
Hudi を使う
Amazon EMR Notebooks で Hudi を使用するには、まずローカルファイルシステムから Hudi jar ファイル
をノートブッククラスターのマスターノードの HDFS にコピーする必要があります。次に、ノートブック
エディタで、Hudi を使用するように EMR notebook を設定します。

Amazon EMR Notebooks で Hudi を使用するには

1. Amazon EMR Notebooks 用のクラスターを作成して起動します。詳細については、「Amazon EMR 
管理ガイド」の「ノートブックの Amazon EMR クラスターの作成」を参照してください。
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2. SSH を使用してクラスターのマスターノードに接続し、以下の例に示すようにローカルファイルシス
テムから HDFS に jar ファイルをコピーします。この例では、ファイルの管理をわかりやすくするた
めに、HDFS にディレクトリを作成しています。必要に応じて、HDFS で独自のターゲットを選択で
きます。

hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib

hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-spark-
bundle.jar

3. ノートブックエディタを開き、以下の例のコードを入力して実行します。

%%configure
{ "conf": { 
            "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar", 
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer", 
            "spark.sql.catalog.spark_catalog": 
 "org.apache.spark.sql.hudi.catalog.HoodieCatalog", 
            
 "spark.sql.extensions":"org.apache.spark.sql.hudi.HoodieSparkSessionExtension" 
          }}

Amazon EMR 6.6 以前のバージョンを使用する Amazon EMR 
ノートブックで Hudi を使う
Amazon EMR Notebooks で Hudi を使用するには、まずローカルファイルシステムから Hudi jar ファイル
をノートブッククラスターのマスターノードの HDFS にコピーする必要があります。次に、ノートブック
エディタで、Hudi を使用するように EMR notebook を設定します。

Amazon EMR Notebooks で Hudi を使用するには

1. Amazon EMR Notebooks 用のクラスターを作成して起動します。詳細については、「Amazon EMR 
管理ガイド」の「ノートブックの Amazon EMR クラスターの作成」を参照してください。

2. SSH を使用してクラスターのマスターノードに接続し、以下の例に示すようにローカルファイルシス
テムから HDFS に jar ファイルをコピーします。この例では、ファイルの管理をわかりやすくするた
めに、HDFS にディレクトリを作成しています。必要に応じて、HDFS で独自のターゲットを選択で
きます。

hdfs dfs -mkdir -p /apps/hudi/lib

hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/hudi/hudi-spark-bundle.jar /apps/hudi/lib/hudi-spark-
bundle.jar

hdfs dfs -copyFromLocal /usr/lib/spark/external/lib/spark-avro.jar /apps/hudi/lib/
spark-avro.jar

3. ノートブックエディタを開き、以下の例のコードを入力して実行します。

{ "conf": { 
            "spark.jars":"hdfs:///apps/hudi/lib/hudi-spark-bundle.jar,hdfs:///apps/
hudi/lib/spark-avro.jar", 
            "spark.serializer":"org.apache.spark.serializer.KryoSerializer", 
            "spark.sql.hive.convertMetastoreParquet":"false" 
          }}
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Hudi の Spark セッションを初期化する
Scala を使用する場合、Spark セッションで次のクラスをインポートする必要があります。この操作
は、Spark セッションごとに 1 回行う必要があります。

import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._
import org.apache.hudi.DataSourceWriteOptions
import org.apache.hudi.DataSourceReadOptions
import org.apache.hudi.config.HoodieWriteConfig
import org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor
import org.apache.hudi.hive.HiveSyncConfig
import org.apache.hudi.sync.common.HoodieSyncConfig

Hudi データセットに書き込む
以下の例では、を作成し、それを Hudi データセットとして記述する方法を示しています。 DataFrame

Note

コードサンプルを Spark シェルに貼り付けるには、プロンプトで「:paste」と入力し、例を貼
り付けて、CTRL + D を押します。

Hudi DataFrame データセットに書き込むたびに、指定する必要がありま
すDataSourceWriteOptions。これらのオプションの多くは、書き込みオペレーション間で共通するこ
とがよくあります。この例では、hudiOptions 変数を使用して、後続の例でも使用する共通のオプショ
ンを指定しています。

Amazon EMR 6.7 以降で Scala を使用して書き込みを行う
Note

Amazon EMR 6.7.0 は Apache Hudi 0.11.0-amzn-0 を使用しており、以前の Hudi バージョンに
比べて大幅に改善されています。詳細については、『Apache Hudi 0.11.0 マイグレーションガイ
ド』を参照してください。このタブの例には、これらの変更が反映されています。

// Create a DataFrame
val inputDF = Seq( 
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"), 
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"), 
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"), 
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"), 
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"), 
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z") 
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable  
val hudiOptions = Map[String,String]( 
  HoodieWriteConfig.TBL_NAME.key -> "tableName", 
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE.key -> "COPY_ON_WRITE",  
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id", 
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date", 
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time", 
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true", 
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName", 
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date", 
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS.key -> 
 "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor", 
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_ENABLED.key -> "true", 
  HiveSyncConfig.HIVE_SYNC_MODE.key -> "hms", 
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  HoodieSyncConfig.META_SYNC_TABLE_NAME.key -> "tableName", 
  HoodieSyncConfig.META_SYNC_PARTITION_FIELDS.key -> "creation_date"
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
(inputDF.write 
    .format("hudi") 
    .options(hudiOptions) 
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY,"insert") 
    .mode(SaveMode.Overwrite) 
    .save("s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset/"))

Amazon EMR 6.6 およびそれ以前のバージョンで Scala を使用して記述する

// Create a DataFrame
val inputDF = Seq( 
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"), 
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"), 
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"), 
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"), 
 ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"), 
 ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z") 
 ).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")

//Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable  
val hudiOptions = Map[String,String]( 
  HoodieWriteConfig.TABLE_NAME -> "tableName", 
  DataSourceWriteOptions.TABLE_TYPE_OPT_KEY -> "COPY_ON_WRITE",  
  DataSourceWriteOptions.RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY -> "id", 
  DataSourceWriteOptions.PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY -> "creation_date", 
  DataSourceWriteOptions.PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY -> "last_update_time", 
  DataSourceWriteOptions.HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY -> "true", 
  DataSourceWriteOptions.HIVE_TABLE_OPT_KEY -> "tableName", 
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY -> "creation_date", 
  DataSourceWriteOptions.HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY -> 
 classOf[MultiPartKeysValueExtractor].getName
)

// Write the DataFrame as a Hudi dataset
(inputDF.write 
    .format("org.apache.hudi") 
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, 
 DataSourceWriteOptions.INSERT_OPERATION_OPT_VAL) 
    .options(hudiOptions) 
    .mode(SaveMode.Overwrite) 
    .save("s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset/"))

を使用して書き込む PySpark

# Create a DataFrame
inputDF = spark.createDataFrame( 
    [ 
        ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"), 
        ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"), 
        ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"), 
        ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z"), 
        ("104", "2015-01-02", "2015-01-01T12:15:00.512679Z"), 
        ("105", "2015-01-02", "2015-01-01T13:51:42.248818Z"), 
    ], 
    ["id", "creation_date", "last_update_time"]
)

# Specify common DataSourceWriteOptions in the single hudiOptions variable
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hudiOptions = {
'hoodie.table.name': 'tableName',
'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'id',
'hoodie.datasource.write.partitionpath.field': 'creation_date',
'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'last_update_time',
'hoodie.datasource.hive_sync.enable': 'true',
'hoodie.datasource.hive_sync.table': 'tableName',
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields': 'creation_date',
'hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class': 
 'org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor'
}

# Write a DataFrame as a Hudi dataset
inputDF.write \
.format('org.apache.hudi') \
.option('hoodie.datasource.write.operation', 'insert') \
.options(**hudiOptions) \
.mode('overwrite') \
.save('s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset/')

Note

コードの例や通知には、Hudi ではなく「hoodie」と表示されている場合があります。Hudi コード
ベースは、古い「hoodie」の綴りが広く使用されています。

DataSourceWriteOptions Hudi のリファレンス:Hudi のリファレンス

オプション 説明

TABLE_NAME データセットを登録するテーブルの名前。

TABLE_TYPE_OPT_KEY オプション。データセットが "COPY_ON_WRITE"
として作成されるか、"MERGE_ON_READ" と
して作成されるかを指定します。デフォルトは
"COPY_ON_WRITE" です。

RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY recordKey値がコンポーネントとして使用さ
れるレコードキーフィールドHoodieKey。実際
の値は、フィールド値に対して .toString()
を呼び出すことで取得されます。ネストされた
フィールドは、ドット表記を使用して指定できま
す (例:)a.b.c。

PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY partitionPath値がのコンポーネントとし
て使用されるパーティションパスフィール
ドHoodieKey。実際の値は、フィールド値に対
して .toString() を呼び出すことで取得されま
す。

PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY 実際の書き込みの前に事前結合で使用される
フィールド。2 つのレコードのキー値が同じ場
合、Hudi は、Object.compareTo(..) で決定さ
れた事前結合フィールドの値が最も大きいレコー
ドを選択します。

以下のオプションは、Hudi データセットテーブルをメタストアに登録するためにのみ必要です。Hudi 
データセットを Hive メタストアのテーブルとして登録しない場合、これらのオプションは必要ありませ
ん。
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DataSourceWriteOptions Hive のリファレンス:Hive のリファレンス

オプション 説明

HIVE_DATABASE_OPT_KEY 同期先の Hive データベース。デフォルトは
"default" です。

HIVE_PARTITION_EXTRACTOR_CLASS_OPT_KEY パーティションフィールド値を Hive パーティショ
ン列に抽出するために使用されるクラス。

HIVE_PARTITION_FIELDS_OPT_KEY Hive パーティション列を決定するために使用する
データセット内のフィールド。

HIVE_SYNC_ENABLED_OPT_KEY "true" に設定すると、データセットを Apache 
Hive メタストアに登録します。デフォルトは
"false" です。

HIVE_TABLE_OPT_KEY 必須。同期先の Hive テーブルの名前。例え
ば、"my_hudi_table_cow"。

HIVE_USER_OPT_KEY オプション。同期時に使用する Hive ユーザー名。
例えば、"hadoop"。

HIVE_PASS_OPT_KEY オプション。HIVE_USER_OPT_KEY で指定された
ユーザーの Hive パスワード。

HIVE_URL_OPT_KEY Hive メタストアの URL。

データのアップサート
以下の例では、1 を書き込むことでデータをアップサートする方法を示しています DataFrame。以前の挿
入の例とは異なり、OPERATION_OPT_KEY 値は UPSERT_OPERATION_OPT_VAL に設定されています。ま
た、.mode(SaveMode.Append) は、レコードを付加する必要があることを指示するために指定されてい
ます。

Amazon EMR 6.7 以降で Scala を使用してアップサートを行う
Note

Amazon EMR 6.7.0 は Apache Hudi 0.11.0-amzn-0 を使用しており、以前の Hudi バージョンに
比べて大幅に改善されています。詳細については、『Apache Hudi 0.11.0 マイグレーションガイ
ド』を参照してください。このタブの例には、これらの変更が反映されています。

// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date 
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write 
    .format("hudi") 
    .options(hudiOptions) 
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "upsert") 
    .mode(SaveMode.Append) 
    .save("s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset/")) 
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Amazon EMR 6.6 およびそれ以前のバージョンで Scala を使用してアップサート
を行う

// Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date 
 value
val updateDF = inputDF.limit(1).withColumn("creation_date", lit("new_value"))

(updateDF.write 
    .format("org.apache.hudi") 
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, 
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL) 
    .options(hudiOptions) 
    .mode(SaveMode.Append) 
    .save("s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset/"))

を使用してアップサート PySpark

from pyspark.sql.functions import lit

# Create a new DataFrame from the first row of inputDF with a different creation_date value
updateDF = inputDF.limit(1).withColumn('creation_date', lit('new_value'))

updateDF.write \ 
    .format('org.apache.hudi') \ 
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \ 
    .options(**hudiOptions) \ 
    .mode('append') \ 
    .save('s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset/')

レコードを削除する
レコードをハード削除するには、空のペイロードをアップサートします。この場
合、PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY オプションで EmptyHoodieRecordPayload クラスを指定していま
す。この例では DataFrameupdateDF、upsert の例で使用したのと同じレコードが指定されるようにして
います。

Amazon EMR 6.7 以降で Scala を使用して削除する
Note

Amazon EMR 6.7.0 は Apache Hudi 0.11.0-amzn-0 を使用しており、以前の Hudi バージョンに
比べて大幅に改善されています。詳細については、『Apache Hudi 0.11.0 マイグレーションガイ
ド』を参照してください。このタブの例には、これらの変更が反映されています。

(updateDF.write 
    .format("hudi") 
    .options(hudiOptions) 
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, "delete") 
    .mode(SaveMode.Append) 
    .save("s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset/"))

Amazon EMR 6.6 以前のバージョンで Scala を使用して削除する

(updateDF.write 
    .format("org.apache.hudi") 
    .option(DataSourceWriteOptions.OPERATION_OPT_KEY, 
 DataSourceWriteOptions.UPSERT_OPERATION_OPT_VAL) 
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    .option(DataSourceWriteOptions.PAYLOAD_CLASS_OPT_KEY, 
 "org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload") 
    .mode(SaveMode.Append) 
    .save("s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset/"))

を使用して削除 PySpark

updateDF.write \ 
    .format('org.apache.hudi') \ 
    .option('hoodie.datasource.write.operation', 'upsert') \ 
    .option('hoodie.datasource.write.payload.class', 
 'org.apache.hudi.common.model.EmptyHoodieRecordPayload') \ 
    .options(**hudiOptions) \ 
    .mode('append') \ 
    .save('s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset/')         

OPERATION_OPT_KEY  を DELETE_OPERATION_OPT_VAL に設定して、送信するデータセット内のすべ
てのレコードを削除し、データをハード削除することもできます。ソフト削除の実行方法、および Hudi 
テーブルに保存されたデータの削除の詳細については、Apache Hudi ドキュメントの「Deletes」(削除) を
参照してください。

Hudi データセットから読み込む
現時点でのデータを取得するために、Hudi はデフォルトでスナップショットクエリを実行します。以下
に、Hudi データセットに書き込む (p. 2016) で S3 に書き込まれたデータセットをクエリする例を示しま
す。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset をテーブルパスに置き換え、パーティションレベ
ルごとにワイルドカードのアスタリスクを追加し、さらにアスタリスクを 1 つ追加します。この例では、
パーティションレベルが 1 つあるため、2 つのワイルドカードシンボルを追加しました。

Amazon EMR 6.7 以降で Scala を使用してお読みください
Note

Amazon EMR 6.7.0 は Apache Hudi 0.11.0-amzn-0 を使用しており、以前の Hudi バージョンに
比べて大幅に改善されています。詳細については、『Apache Hudi 0.11.0 マイグレーションガイ
ド』を参照してください。このタブの例には、これらの変更が反映されています。

(val snapshotQueryDF = spark.read 
    .format("hudi") 
    .load(s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset)  
    .show()

Amazon EMR 6.6 およびそれ以前のバージョンで Scala を使用してお読みくださ
い

(val snapshotQueryDF = spark.read 
    .format("org.apache.hudi") 
    .load("s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset" + "/*/*"))

snapshotQueryDF.show()

を使用して読む PySpark

snapshotQueryDF = spark.read \ 
    .format('org.apache.hudi') \ 
    .load('s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset' + '/*/*') 
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snapshotQueryDF.show()

増分クエリ
Hudi で増分クエリを実行して、特定のコミットタイムスタンプ以降に変更されたレコードのス
トリームを取得することもできます。これを行うには、QUERY_TYPE_OPT_KEY フィールドを
QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL に設定します。次に、BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY の値を追
加して、指定された時刻以降に書き込まれたすべてのレコードを取得します。増分クエリでは、変更され
たレコードのみが処理されるため、通常、バッチクエリよりも 10 倍効率が高くなります。

増分クエリを実行するときは、スナップショットクエリに使用されるワイルドカードのアスタリスクを付
けずに、ルート (ベース) テーブルパスを使用します。

Note

Presto は増分クエリをサポートしていません。

Scala を使ったインクリメンタルクエリ

(val incQueryDF = spark.read 
    .format("org.apache.hudi") 
    .option(DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_OPT_KEY, 
 DataSourceReadOptions.QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL) 
    .option(DataSourceReadOptions.BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, <beginInstantTime>) 
    .load("s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset" )) 
      
incQueryDF.show()

を使用したインクリメンタルクエリ PySpark

readOptions = { 
  'hoodie.datasource.query.type': 'incremental', 
  'hoodie.datasource.read.begin.instanttime': <beginInstantTime>,
}

incQueryDF = spark.read \ 
    .format('org.apache.hudi') \ 
    .options(**readOptions) \ 
    .load('s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset') 
     
incQueryDF.show()

Hudi データセットからの読み取りの詳細については、Apache Hudi ドキュメントの「Querying Hudi 
tables」(Hudiテーブルをクエリ) を参照してください。

Hudi CLI を使用する
Hudi CLI を使用して Hudi データセットを管理し、コミット、ファイルシステム、統計などに関する情報
を表示できます。CLI を使用して、手動で圧縮を実行したり、圧縮をスケジュールしたり、スケジュー
ルされた圧縮をキャンセルしたりすることもできます。詳細については、Apache Hudi ドキュメントの
「Interacting via CLI」を参照してください。

Hudi CLI を起動してデータセットに接続するには

1. SSH を使用してマスターノードに接続します。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の
「SSH を使用してマスターノードに接続する」を参照してください。
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2. コマンドラインで「/usr/lib/hudi/cli/bin/hudi-cli.sh」と入力します。

コマンドプロンプトが hudi-> に変わります。
3. 以下のコードを入力して、データセットに接続します。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/

myhudidataset は、処理するデータセットへのパスに置き換えます。使用する値は、前の例で設定
した値と同じです。

connect --path s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/myhudidataset

以下の例に示すように、コマンドプロンプトが変わって、接続されているデータセットが表示されま
す。

hudi:myhudidataset->

Hudi リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Hudi のバージョンと、アプリケーションと共
にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンにつ
いては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Hudi バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hudi バージョン Hudi でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 0.12.2-amzn-0 Not available.

emr 6.9.0 0.12.1-amzn-0 Not available.

emr 6.8.0 0.11.1-amzn-0 Not available.

emr 6.7.0 0.11.0-amzn-0 Not available.

EMR 5.36.0 0.10.1-amzn-1 Not available.

emr 6.6.0 0.10.1-amzn-0 Not available.

emr-5.35.0 0.9.0-amzn-2 Not available.

emr 6.5.0 0.9.0-amzn-1 Not available.

emr-6.4.0 0.8.0-amzn-0 Not available.

emr-6.3.1 0.7.0-amzn-0 Not available.

emr-6.3.0 0.7.0-amzn-0 Not available.

emr-6.2.1 0.6.0-amzn-1 Not available.

emr-6.2.0 0.6.0-amzn-1 Not available.

emr-6.1.1 0.5.2-incubating-amzn-2 Not available.

emr-6.1.0 0.5.2-incubating-amzn-2 Not available.

emr-6.0.1 0.5.0-incubating-amzn-1 Not available.
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Amazon EMR リリースラベル Hudi バージョン Hudi でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.0.0 0.5.0-incubating-amzn-1 Not available.

EMR 5.34.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not available.

emr-5.33.1 0.7.0-amzn-1 Not available.

emr-5.33.0 0.7.0-amzn-1 Not available.

emr-5.32.1 0.6.0-amzn-0 Not available.

emr-5.32.0 0.6.0-amzn-0 Not available.

emr-5.31.1 0.6.0-amzn-0 Not available.

emr-5.31.0 0.6.0-amzn-0 Not available.

emr-5.30.2 0.5.2-incubating Not available.

emr-5.30.1 0.5.2-incubating Not available.

emr-5.30.0 0.5.2-incubating Not available.

emr-5.29.0 0.5.0-incubating Not available.

emr-5.28.1 0.5.0-incubating Not available.

emr-5.28.0 0.5.0-incubating Not available.
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Hue
Hue (Hadoop User Experience) は、Amazon EMR と Apache Hadoop で使用するオープンソースでウェブ
ベースのグラフィカルユーザーインターフェイスです。Hue は、複数の異なる Hadoop エコシステムプロ
ジェクトを設定可能なインターフェイスにまとめます。Amazon EMR は、Amazon EMR 上に Hue に固有
のカスタマイズを追加しました。Hue はクラスターで実行されるアプリケーションのフロントエンドとし
て動作し、より使い慣れた、またはユーザーフレンドリなインターフェイスを使用してアプリケーション
を操作することができます。Hive Editor、Pig Editor などの Hue のアプリケーションでは、各アプリケー
ションのそれぞれのシェルでインタラクティブにスクリプトを実行するために、クラスターにログインす
る必要がありません。クラスターが起動したら、Hue や同様のインターフェイスを使用してアプリケー
ションを完全に操作できます。Hue の詳細については、http://gethue.com を参照してください。

Hue は、Amazon EMR コンソールを使用してクラスターを起動するときに、デフォルトでインストールさ
れます。Hue をインストールしない選択をするには、クラスターの起動時に Amazon EMR コンソールの
[Advanced options] (詳細オプション) を使用する、または、--applications から create-cluster を
使用するときに AWS CLI オプションを明示的に指定して Hueを省略します。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Hue のバージョンと、Amazon EMR 
で Hue と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Hue と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. (p. 2)

emr-6.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Hue 4.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Hue のバージョンと、Amazon EMR 
で Hue と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Hue と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
5.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36. (p. 270)

emr-5.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.36.0 Hue 4.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-

2025

http://gethue.com


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Amazon EMR で Hue のサポート

されている機能とサポート外の機能

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

トピック
• Amazon EMR で Hue のサポートされている機能とサポート外の機能 (p. 2026)
• Hue Web ユーザーインターフェイスへの接続 (p. 2027)
• Amazon RDS でリモートデータベースと Hue を使用する (p. 2027)
• Hue の詳細設定 (p. 2029)
• Hue リリース履歴 (p. 2031)

Amazon EMR で Hue のサポートされている機能と
サポート外の機能

• Amazon S3 と Hadoop ファイルシステム (HDFS) ブラウザ
• 適切なアクセス権限があれば、エフェメラル HDFS ストレージとアカウントに属する S3 バケット間

でデータを参照し、移動することができます。
• デフォルトでは、Hue のスーパーユーザーは、Amazon EMR の IAM ロールがアクセスを許可

されているすべてのファイルにアクセスできます。新しく作成されたユーザーには、Amazon 
S3 ファイルブラウザへのアクセス許可は自動的には付与されません。グループに対して
filebrowser.s3_access アクセス許可を有効にする必要があります。

• Hive - データに対してインタラクティブなクエリを実行します。これは、プログラムまたはバッチ処理
されたクエリのプロトタイプを作成する場合にも役立ちます。

• Pig - データに対してスクリプトを実行、またはインタラクティブコマンドを発行します。
• Oozie - Oozie のワークフローを作成し監視します。
• Metastore Manager - Hive メタストアのコンテンツの表示と操作 (インポート/作成、削除など) を行いま

す。
• ジョブブラウザ - 送信した Hadoop ジョブのステータスを表示します。
• ユーザー管理-Hue のアカウントを管理し、LDAP ユーザーを Hue と統合します。
• AWSサンプル-Hue のアプリケーションを使用して、さまざまなAWSのサービスからサンプルデータを

処理する、いくつかのすぐに使用できるサンプルデータを処理する、いくつかのすぐに使用できるサン
プルデータを処理する、いくつかのすぐに使用できるサンプルデータを処理する、いくつかのすぐに使
用できるready-to-run Hue にログインすると、Hue Home アプリケーションに移動します。ここには、
サンプルがプレインストールされています。

• Livy サーバーは Amazon EMR バージョン 5.9.0 以降のみでサポートされます。
• Spark の Hue ノートブックを使用するには、Livy と Spark で Hue をインストールする必要がありま

す。
• Hue ダッシュボードはサポートされていません。
• PostgreSQL はサポートされていません。
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Hue Web ユーザーインターフェイスへの接続
Hue Web ユーザーインターフェイスへの接続は、クラスターのマスターノードにホストされている任意の 
HTTP インターフェイスへの接続と同じです。次の手順は、Hue ユーザーインターフェイスにアクセスす
る方法を示しています。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「EMR クラスターでホストさ
れるウェブインターフェイスの表示」を参照してください。

Hue ウェブユーザーインターフェイスを表示するには

1. 「Amazon EMR 管理ガイド」の「ダイナミックポートフォワーディングを使用してマスターノードへ
の SSH トンネルをセットアップする」の手順に従います。

2. ブラウザに以下のアドレスを入力して [Hue] ウェブインターフェイスを開きます。http://master 
public DNS:8888 ここで、######### DNS は、クラスターマスターノードのパブリック DNS 名
です (例: ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com)。

3. Hue のログイン画面で、管理者が初めてログインする場合は、ユーザー名とパスワードを入力して 
Hue スーパーアカウントを作成し、[アカウントを作成] を選択します。それ以外の場合は、ユーザー
名とパスワードを入力し、[Create account (アカウントの作成)] を選択するか、管理者から提供された
認証情報を入力します。

Amazon RDS でリモートデータベースと Hue を使
用する

デフォルトでは、Hue のユーザー情報とクエリ履歴は、マスターノード上のローカルの MySQL データ
ベースに保存されます。または、Amazon S3 に保存されている設定と、Amazon Relational Database 
Service(Amazon RDS) の MySQL データベースを使用して、Hue が有効な 1 つ以上のクラスターを作成す
ることができます。こうすることで、Amazon EMR クラスターを実行し続けなくても、Hue によって作成
されたユーザー情報とクエリ履歴を永続化できます。設定ファイルは、Amazon S3 サーバーサイド暗号化
機能を使って保存することをお勧めします。

最初に、Hue のリモートデータベースを作成します。

外部の MySQL データベースを作成するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [Launch a DB Instance (DB インスタンスの作成)] をクリックします。
3. MySQL を選択し、[Select (選択)] をクリックします。
4. [Multi-AZ Deployment and Provisioned IOPS Storage (マルチ AZ 配置とプロビジョンド IOPS スト

レージ)] はデフォルトのままにして、[Next (次へ)] をクリックします。
5. [Instance Specifications (インスタンスの仕様)] はデフォルトのままにして、[Settings (設定)] を指定

し、[Next (次へ)] をクリックします。
6. [Configure Advanced Settings] ページで、適切なセキュリティグループとデータベース名を選択しま

す。使用するセキュリティグループは、少なくともクラスターのマスターノードからのポート 3306 
に対するイングレス TCP アクセスを許可する必要があります。この時点でまだクラスターを作成して
いない場合、ポート 3306 への接続をすべてのホストに許可し、クラスターを起動した後にセキュリ
ティグループを調整することができます。[Launch DB Instance (DB インスタンスの起動)] をクリック
します。

7. RDS ダッシュボードで、[Instances (インスタンス)] を選択し、先ほど作成したインスタンスを選
択します。データベースが使用できる時、dbname、username、password、および RDS instance 
hostname をメモします。クラスターの作成および設定時に、この情報を使用します。
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AWS CLI を使用してクラスターを起動するときに、Hue の外部 MySQL データベースを指定する
には

AWS CLI を利用したクラスターの起動する際の Hue に使う外部の MySQL データベースを指定するに
は、RDS インスタンスを作成する際に設定した hue.ini ファイルの設定オブジェクトの情報を使用しま
す。

Note

外部にある同一のデータベースを使用するが、各クラスターはクエリ履歴とユーザー情報を共有
する複数のクラスターを作成できます。

• AWS CLI で、作成した外部データベースを使って、また、設定ファイルとデータベースのプロパティ
を指定する Hue の設定分類を参照して、Hue がインストールされたクラスターを作成します。次の例
では、データベース設定を指定する Amazon S3の設定ファイル myConfig.json を参照して、Hue 
がインストールされた状態でクラスターを作成します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --applications Name=Hue Name=Spark 
 Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/mybucket/myfolder/myConfig.json --use-
default-roles

myConfig.json ファイルのコンテンツの例を以下に示します。dbname、username、password、
および RDS instance hostname は、先ほど RDS ダッシュボードでメモした値に置き換えます。

[{ 
  "Classification": "hue-ini", 
  "Properties": {}, 
  "Configurations": [ 
    { 
      "Classification": "desktop", 
      "Properties": {}, 
      "Configurations": [ 
        { 
          "Classification": "database", 
          "Properties": { 
            "name": "dbname", 
            "user": "username", 
            "password": "password", 
            "host": "RDS instance hostname", 
            "port": "3306", 
            "engine": "mysql" 
          }, 
          "Configurations": [] 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}]

トラブルシューティング
Amazon RDS フェイルオーバーの場合
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Hue データベースインスタンスが応答しなくなったり、フェイルオーバー処理の途中であるために、ク
エリの実行中に遅延が発生する可能性があります。この問題に関する情報とガイドラインを以下に示しま
す。

• Amazon RDS コンソールにログインすると、フェイルオーバーイベントを検索できます。たとえば、
フェイルオーバーが処理中または発生したことが表示されたら、"Multi-AZ instance failover started" や 
"Multi-AZ instance failover completed" などのイベントを探します。

• RDS インスタンスがフェイルオーバーを完了するのに、約 30 秒かかります。
• Hue longer-than-normal のサービスからサンプルデータを処理する、Hue のサービスからサンプルデー

タを処理する。

Hue の詳細設定
このセクションでは、次のトピックについて説明します。

トピック
• LDAP ユーザーに関して Hue を設定する (p. 2029)

LDAP ユーザーに関して Hue を設定する
LDAP との統合により、ユーザーは LDAP のディレクトリに保存されている既存の認証情報を使用して 
Hue にログインすることができます。Hue を LDAP と統合する場合、Hue で個別にユーザー情報を管理
する必要はありません。以下に示す情報では、Microsoft Active Directory との Hue の統合を示しています
が、その設定オプションはどの LDAP のディレクトリでも類似しています。

LDAP 認証では、最初にサーバーをバインドして接続を確立します。次に、確立された接続は、LDAP 
ユーザー情報を検索するために以降のクエリで使用されます。Active Directory サーバーで匿名接続が許可
されていない限り、接続はバインド識別子名とパスワードで確立される必要があります。バインド識別子
名（DN）は、bind_dn 設定で定義されます。バインドパスワードは bind_password 設定で定義されま
す。Hue には、LDAP リクエストをバインドするために、検索バインドと直接バインドという 2 つの方法
があります。Amazon EMR で Hue を使用するための推奨の方法は、検索バインドです。

検索バインドが Active Directory で使用される場合、Hue はベース識別子名（DN）から取得される必要が
ある属性を見つけるために、ユーザー名属性（user_name_attr config で定義されます）を使用しま
す。検索バインドは、完全な DN が Hue のユーザーに対して不明な場合に役立ちます。

たとえば、共通名（CN）を使用するように user_name_attr config を設定している場合があります。
その場合は、Active Directory サーバーは、ログイン時に提供される Hue ユーザー名を使用して、ベース
識別子名から開始して一致する共通名をディレクトリツリーで検索します。Hue ユーザーの共通名が見
つかった場合、ユーザーの識別子名がサーバーによって返されます。次に、Hue はバインド操作を実行し
て、ユーザーの認証に使用される識別子名を構築します。

Note

検索バインドでは、ベース識別子名で開始してすべてのディレクトリのサブツリーでユーザー名
を検索します。Hue の LDAP 設定で指定されたベース識別子名はユーザー名の最も近い親である
必要があります。それ以外の場合、LDAP 認証のパフォーマンスが低下する可能性があります。

直接バインドが Active Directory で使用されている場合、認証には正確な nt_domain または
ldap_username_pattern、が使用される必要があります。直接バインドが使用されている場合、nt ド
メイン（nt_domain 設定で定義されます）属性が定義されていると、<login username>@nt_domain
形式を使用してユーザー識別名テンプレートが作成されます。このテンプレートは、ベース識別子名で開
始してすべてのディレクトリのサブツリーを検索するために使用されます。nt ドメインが設定されていな
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い場合、Hue はユーザーの正確な識別子名パターン（ldap_username_pattern 設定で定義されます）
を検索します。このインスタンスで、サーバーは、ベース識別子名で開始してすべてのディレクトリサブ
ツリーで、一致する ldap_username_pattern 値を検索します。

AWS CLI を使用して Hue の LDAP プロパティを伴うクラスターを起動するには

• hue-ini の LDAP プロパティを指定するには、Hue がインストールされたクラスターを作成
し、LDAP の設定プロパティのある json ファイルを参照します。サンプルコマンドを以下に示しま
す。Amazon S3 に格納されている設定ファイル myConfig.json を参照します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --applications Name=Hue Name=Spark 
 Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --configurations https://s3.amazonaws.com/
mybucket/myfolder/myConfig.json.

myConfig.json のコンテンツの例を以下に示します。

[ 
    { 
        "Classification": "hue-ini", 
        "Properties": {}, 
        "Configurations": [ 
            { 
                "Classification": "desktop", 
                "Properties": {}, 
                "Configurations": [ 
                    { 
                        "Classification": "ldap", 
                        "Properties": {}, 
                        "Configurations": [ 
                            { 
                                "Classification": "ldap_servers", 
                                "Properties": {}, 
                                "Configurations": [ 
                                    { 
                                        "Classification": "yourcompany", 
                                        "Properties": { 
                                            "base_dn": "DC=yourcompany,DC=hue,DC=com", 
                                            "ldap_url": "ldap://ldapurl", 
                                            "search_bind_authentication": "true", 
                                            "bind_dn": 
 "CN=hue,CN=users,DC=yourcompany,DC=hue,DC=com", 
                                            "bind_password": "password" 
                                        }, 
                                        "Configurations": [] 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    { 
                        "Classification": "auth", 
                        "Properties": { 
                         "backend": "desktop.auth.backend.LdapBackend" 
                              } 
                    } 
                ] 
            } 
             
        ] 
    }
]
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Note

Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタンスグループご
とに、クラスター設定を上書きして追加の設定分類を指定できます。これを行うには、Amazon 
EMR コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用します。
詳細については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照し
てください。

Hue で LDAP 設定を表示するには

1. Amazon EMR クラスターのマスターノードに対するアクティブな VPN 接続または SSH トンネルが
あることを確認します。次に、ブラウザで「: 8888」master-public-dnsと入力して Hue ウェブイ
ンターフェースを開きます。

2. Hue の管理者認証情報を使用してログインします。[Did you know? (ご存知でしたか?)] ウィンドウが
開いた場合は、[Got it, prof! (分かりました!)] をクリックして閉じます。

3. ツールバーの [Hue] アイコンをクリックします。
4. [About Hue (Hue の詳細)] ページで、[Configuration (設定)] をクリックします。
5. [Configuration Sections and Variables (設定セクションと変数)] セクションで、[Desktop (デスクトッ

プ)] をクリックします。
6. [ldap] セクションにスクロールして、設定を確認します。

Hue リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Hue のバージョンと、アプリケーションと共
にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンにつ
いては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Hue バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 4.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr 6.9.0 4.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server
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Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr 6.8.0 4.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.7.0 4.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.36.0 4.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.0 4.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.35.0 4.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server
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Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr 6.5.0 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.4.0 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.3.1 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.3.0 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.2.1 4.8.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server
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emr-6.2.0 4.8.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.1.1 4.7.7.7.7.7.7. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.1.0 4.7.7.7.7.7.7. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.0.1 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-6.0.0 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server
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EMR-5.34.0 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.33.1 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.33.0 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.32.1 4.8.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.32.0 4.8.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server
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emr-5.31.1 4.7.7.7.7.7.7. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.31.0 4.7.7.7.7.7.7. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.30.2 4.6.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.30.1 4.6.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server

emr-5.30.0 4.6.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mariadb-server, 
oozie-client, oozie-server
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emr-5.29.0 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.28.1 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.28.0 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.27.1 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.27.0 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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emr-5.26.0 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.25.0 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.24.1 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.24.0 4.4.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.23.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

2038



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.23.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.22.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.21.2 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.21.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.21.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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emr-5.20.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.20.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.19.1 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.19.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.18.1 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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emr-5.18.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.17.2 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.17.1 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.17.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.16.1 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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emr-5.16.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.15.1 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.15.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.14.2 4.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.14.1 4.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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emr-5.14.0 4.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.13.1 4.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.13.0 4.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.12.3 4.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.12.2 4.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.12.1 4.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.12.0 4.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.11.4 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.11.3 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.11.2 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.11.1 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.11.0 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.10.1 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.10.0 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.9.1 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.9.0 4.0.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.8.3 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.8.2 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.8.1 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.8.0 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.7.1 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.7.0 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.6.1 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.6.0 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.5.4 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.5.3 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.5.2 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.5.1 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.5.0 3.12.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.4.1 3.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.4.0 3.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.3.2 3.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.3.1 3.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.3.0 3.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.2.3 3.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.2.2 3.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.2.1 3.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.2.0 3.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.1.1 3.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-5.1.0 3.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

2050



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.0.3 3.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
server

emr-5.0.0 3.10.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
server

emr-4.9.6 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.9.5 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.9.4 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.9.3 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.9.2 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.9.1 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.8.5 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.8.4 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.8.3 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.8.2 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.8.0 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.7.4 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server

emr-4.7.2 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
client, oozie-server
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Hue リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.7.1 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
server

emr-4.7.0 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hue-server, mysql-server, oozie-
server

emr-4.6.0 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hue-server, 
mysql-server, oozie-server

emr-4.5.0 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hue-server, 
mysql-server, oozie-server

emr-4.4.0 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hue-server, 
mysql-server, oozie-server

emr-4.3.0 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hue-server, 
mysql-server, oozie-server
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Amazon EMR リリースラベル Hue バージョン Hue でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.2.0 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hue-server, 
mysql-server, oozie-server

emr-4.1.0 3.7.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hue-server, 
mysql-server, oozie-server
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Iceberg
Apache Iceberg は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内の大規模なデータセット用のオープ
ンテーブル形式です。大規模なテーブルでの高速クエリパフォーマンス、アトミックコミット、同時書き
込み、SQL 互換のテーブルエボリューションを実現します。Amazon EMR 6.5.0 以降では、Amazon EMR 
クラスターで Apache Spark 3 をアイスバーグテーブル形式で使用できます。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Iceberg のバージョンと、Amazon 
EMR で Iceberg と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Iceberg と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.10.0 の Iceberg バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Iceberg バージョン Iceberg でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 Iceberg 1.1.0-amzn-0 Not available.

トピック
• Iceberg の仕組み (p. 2056)
• Iceberg がインストールされたクラスターを使用する (p. 2058)
• Amazon EMR で Iceberg を使用ためのする考慮事項 (p. 2068)
• Iceberg リリース履歴 (p. 2069)

Iceberg の仕組み
Iceberg は、個々のデータファイルをディレクトリではなくテーブルで追跡します。これにより、作成者
はデータファイルをその場で作成できます (ファイルは移動または変更されません)。また、ライターは明
示的なコミットでのみテーブルにファイルを追加できます。テーブルの状態はメタデータファイルに保
持されます。テーブルステートを変更するたびに、古いメタデータをアトミックに置き換える新しいメタ
データファイルが作成されます。テーブルメタデータファイルは、テーブルスキーマ、パーティション設
定、およびその他のプロパティを追跡します。

また、テーブルの内容のスナップショットも含まれています。各スナップショットは、ある時点でのテー
ブル内のデータファイルの完全なセットです。スナップショットはメタデータファイルにリストされます
が、スナップショット内のファイルは別のマニフェストファイルに保存されます。あるテーブルメタデー
タファイルから次のテーブルメタデータファイルへのアトミックな遷移により、スナップショットが分離
されます。読者は、テーブルメタデータをロードしたときの最新のスナップショットを使用します。読者
は、更新して新しいメタデータの場所を選択するまで、変更の影響を受けません。スナップショット内の
データファイルは、テーブル内の各データファイル、そのパーティションデータ、およびそのメトリック
を含む1つ以上のマニフェストファイルに保存されます。スナップショットは、マニフェスト内のすべての
ファイルを結合したものです。マニフェストファイルをスナップショット間で共有して、頻繁に変更され
ないメタデータの書き換えを避けることもできます。

アイスバーグスナップショット図
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Iceberg には以下の特徴があります。

• Amazon S3 データレイクの ACID トランザクションとタイムトラベルをサポートします。
• コミットの再試行は、オプティミスティック・コンカレンシーによるパフォーマンス上の利点から恩恵

を受けます。
• ファイルレベルの競合解決は、高い同時実行性を実現します。
• メタデータの列ごとの最小/最大統計情報では、ファイルをスキップできるため、選択クエリのパフォー

マンスが向上します。
• テーブルを柔軟なパーティションレイアウトに整理でき、パーティションの進化によりパーティション

スキームを更新できます。これにより、物理ディレクトリに依存せずにクエリとデータボリュームを変
更できます。

• スキーマの進化と適用をサポートします。
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• アイスバーグテーブルは等分なシンクとして機能し、再生可能なソースとしても機能します。これによ
り、1 回限りのパイプラインによるストリーミングとバッチのサポートが可能になります。等値シンク
は、過去に成功した書き込み操作を追跡します。そのため、シンクは障害が発生した場合にデータを再
度要求し、データが複数回送信された場合はデータをドロップできます。

• テーブルの進化、操作履歴、各コミットの統計など、履歴とリネージを表示します。
• データ形式 (Parquet、ORC、Avro) と分析エンジン (Spark、Trino、PrestoDB、Flink、Hive) を選択し

て、既存のデータセットから移行できます。

Iceberg がインストールされたクラスターを使用す
る

このセクションには、Iceberg を Spark、Trino、Flink、Hive で使用するための情報が記載されています。

Spark で Iceberg クラスターを使用する
Amazon EMR バージョン 6.5.0 以降では、ブートストラップアクションを含める必要なく、Spark クラス
ターで Iceberg を使用できます。Amazon EMR バージョン 6.4.0 以前では、ブートストラップアクション
を使用して必要なすべての依存関係を事前にインストールすることができます。

このチュートリアルでは、を使用して Amazon EMR Spark クラスターで Iceberg を操作します。AWS 
CLIコンソールを使用して Iceberg をインストールしたクラスターを作成するには、「Amazon
Athena、Amazon EMR、およびAWS Glue を使用した Apache Iceberg データレイクの構築」の手順に従
います。

アイスバーグクラスターの作成
Iceberg APIAWS Management Console を使用してクラスターを作成できます。AWS CLIこのチュートリ
アルでは、を使用して Amazon EMR クラスターで Iceberg を操作します。AWS CLIコンソールを使用し
て Iceberg をインストールしたクラスターを作成するには、「Amazon Athena、Amazon EMR、および
AWS Glue を使用した Apache Iceberg データレイクの構築」の手順に従います。

Amazon EMR で Iceberg を使用するにはAWS CLI、まず以下の手順を使用してクラスターを作成します。
を使用してアイスバーグ分類を指定する方法についてはAWS CLI、クラスター作成時に AWS CLI を使用
して設定を指定する (p. 1517)またはを参照してくださいクラスター作成時に Java SDK を使用して設定を
指定する (p. 1517)。

1. configurations.json以下の内容でファイルを作成します。

[{ 
    "Classification":"iceberg-defaults", 
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]

2. 次に、以下の構成でクラスターを作成します。サンプルの Amazon S3 バケットパスとサブネット ID 
を自分のものに置き換えます。

aws emr create-cluster --release-label emr-6.5.0 \
--applications Name=Spark \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_Spark_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ \
--instance-type m5.xlarge \
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--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \  
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0

または、Spark アプリケーションを含む Amazon EMR クラスターを作成し、/usr/share/aws/
iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jarそのファイルを JAR 依存関係として Spark ジョブに含
めることもできます。詳細については、「申請書の提出」を参照してください。

jar を Spark ジョブの依存関係として含めるには、以下の設定プロパティを Spark アプリケーションに追
加します。

--conf "spark.jars=/usr/share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jar"

Spark ジョブの依存関係について詳しくは、Apache Spark のドキュメント「Kubernetes での Spark の実
行」の「依存関係の管理」を参照してください。

Iceberg の Spark セッションを初期化する
以下の例では、インタラクティブな Spark シェルを起動し、Spark submit を使用するか、Amazon EMR 
Notebooks を使用して、Amazon EMR で Iceberg を操作する方法を示しています。

spark-shell

1. SSH を使用してマスターノードに接続します。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の
「SSH を使用してマスターノードに接続する」を参照してください。

2. 以下のコマンドを入力して、Spark シェルを起動します。 PySpark シェルを使用するに
は、spark-shellに置き換えてくださいpyspark。

spark-shell \
--conf 
 "spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions" 
 \
--conf "spark.sql.catalog.dev=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog" \
--conf "spark.sql.catalog.dev.type=hadoop" \
--conf "spark.sql.catalog.dev.warehouse=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/"

spark-submit

1. SSH を使用してマスターノードに接続します。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の
「SSH を使用してマスターノードに接続する」を参照してください。

2. Iceberg の Spark セッションを起動するには、次のコマンドを入力します。

spark-submit \
--conf 
 "spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions" 
 \
--conf "spark.sql.catalog.dev=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog" \
--conf "spark.sql.catalog.dev.type=hadoop" \
--conf "spark.sql.catalog.dev.warehouse=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/"

EMR Studio notebooks

EMR Studio ノートブックを使用して Spark セッションを初期化するには、次の例のように、Amazon 
EMR%%configure ノートブックのマジックコマンドを使用して Spark セッションを設定します。
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詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの「EMR ノートブックの魔法を使う」を参照してくださ
い。

%%configure -f
{
"conf":{ 
    
 "spark.sql.extensions":"org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions", 
    "spark.sql.catalog.dev":"org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog", 
    "spark.sql.catalog.dev.type":"hadoop", 
    "spark.sql.catalog.dev.warehouse":"s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/" 
    }
}

Iceberg テーブルへの書き込み
を使用して Iceberg データセットとして記述する方法を次の例に示します。 DataFrame これらの例は、
デフォルトの hadoop ユーザーとして SSH を使用してマスターノードに接続し、Spark シェルを使用して
データセットを操作する方法を示しています。

Note

コードサンプルを Spark シェルに貼り付けるには、:pasteプロンプトに入力し、例を貼り付け
てから、を押しますCTRL+D。

PySpark

Spark には Python ベースのシェルが含まれておりpyspark、これを使用して Python で記述された 
Spark プログラムのプロトタイプを作成できます。pysparkマスターノードで呼び出します。

## Create a DataFrame.
data = spark.createDataFrame([ 
 ("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"), 
 ("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"), 
 ("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"), 
 ("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
],["id", "creation_date", "last_update_time"])

## Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/db/iceberg_table'""")

data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()

Scala

import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.functions._

// Create a DataFrame.
val data = Seq(
("100", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:39.340396Z"),
("101", "2015-01-01", "2015-01-01T12:14:58.597216Z"),
("102", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.417052Z"),
("103", "2015-01-01", "2015-01-01T13:51:40.519832Z")
).toDF("id", "creation_date", "last_update_time")
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// Write a DataFrame as a Iceberg dataset to the Amazon S3 location.
spark.sql("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS dev.db.iceberg_table (id string,
creation_date string,
last_update_time string)
USING iceberg
location 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/example-prefix/db/iceberg_table'""")

data.writeTo("dev.db.iceberg_table").append()

Iceberg テーブルから読み込み
PySpark

df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()

Scala

val df = spark.read.format("iceberg").load("dev.db.iceberg_table")
df.show()

Spark SQL

SELECT * from dev.db.iceberg_table LIMIT 10

AWSGlue データカタログを Iceberg テーブルのメタストアとし
て使用するように Spark プロパティを設定します。
AWSGlue Catalog を Iceberg テーブルのメタストアとして使用するには、Spark 設定プロパティを以下の
ように設定します。

spark-submit \ 
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \ 
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.warehouse=s3://<bucket>/<prefix> \ 
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog \ 
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO \ 
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.lock-
impl=org.apache.iceberg.aws.dynamodb.DynamoDbLockManager \ 
    --conf spark.sql.catalog.my_catalog.lock.table=myGlueLockTable

Trino でアイスバーグクラスターを使用する
Amazon EMR バージョン 6.6.0 以降では、Trino クラスターで Iceberg を使用できるようになりました。

このチュートリアルでは、を使用して Amazon EMR Trino クラスターで Iceberg を操作します。AWS 
CLIコンソールを使用して Iceberg をインストールしたクラスターを作成するには、「Amazon
Athena、Amazon EMR、およびAWS Glue を使用した Apache Iceberg データレイクの構築」の手順に従
います。

アイスバーグクラスターの作成
Amazon EMR で Iceberg を使用するにはAWS CLI、まず以下の手順を使用してクラスターを作成します。
を使用してアイスバーグ分類を指定する方法についてはAWS CLI、クラスター作成時に AWS CLI を使用
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して設定を指定する (p. 1517)またはを参照してくださいクラスター作成時に Java SDK を使用して設定を
指定する (p. 1517)。

1. iceberg.propertiesファイルを作成し、選択したカタログの値を設定します。たとえば、Hive メ
タストアをカタログとして使用する場合、ファイルには次の内容が含まれている必要があります。

connector.name=iceberg
hive.metastore.uri=thrift://localhost:9083

AWSGlue Data Catalog をストアとして使用する場合、ファイルには次の内容が含まれている必要が
あります。

connector.name=iceberg
iceberg.catalog.type=glue

2. 以下の例のように、Amazon S3iceberg.properties からにコピーするブートストラップアクショ
ンを作成します。/etc/trino/conf/catalog/iceberg.propertiesブートストラップアクショ
ンの詳細については、追加のソフトウェアをインストールするためのブートストラップアクションの
作成を参照してください。

set -ex
sudo aws s3 cp s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/iceberg.properties /etc/trino/conf/catalog/
iceberg.properties

3. 次の構成でクラスターを作成し、ブートストラップアクションのスクリプトパスとキー名の例を独自
のものに置き換えます。

aws emr create-cluster --release-label emr-6.7.0 \
--applications Name=Trino \
--region us-east-1 \
--name My_Trino_Iceberg_Cluster \
--bootstrap-actions '[{"Path":"s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET","Name":"Add 
 iceberg.properties"}]' \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=c3.4xlarge 
 InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=3,InstanceType=c3.4xlarge \  
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=<key-name>

アイスバーグ用の Trino セッションを初期化
Trino セッションを初期化するには、次のコマンドを実行します。

trino-cli --catalog iceberg

Iceberg テーブルへの書き込み
以下の SQL コマンドを使用してテーブルを作成し、テーブルに書き込みます。

trino> SHOW SCHEMAS;
trino> CREATE TABLE default.iceberg_table ( 
            id int, 
            data varchar, 
            category varchar) 
       WITH ( 
            format = 'PARQUET', 
            partitioning = ARRAY['category', 'bucket(id, 16)'], 
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            location = 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/<prefix>') 
           
trino> INSERT INTO default.iceberg_table VALUES (1,'a','c1'), (2,'b','c2'), (3,'c','c3');

Iceberg の Iceberg テーブルから読み込み
Iceberg テーブルから読み込むには、次のコマンドを実行します。

trino> SELECT * from default.iceberg_table;

Flink で Iceberg クラスターを使用する
Amazon EMR バージョン 6.9.0 以降では、オープンソースの Iceberg Flink インテグレーションを使用する
ときに必要なセットアップ手順なしで、Flink クラスターで Iceberg を使用できます。

アイスバーグクラスターの作成
Iceberg API を使用してクラスターは、、、、、AWS Management 
Console、、、、、、、、、、、、、、AWS CLI、、、、、、、、、、、、、、、、、このチュートリア
ルでは、を使用して Amazon EMR クラスターで Iceberg を操作します。AWS CLIコンソールを使用して 
Iceberg をインストールしたクラスターを作成するには、「Amazon Athena、Amazon EMR、およびAWS 
Glue を使用した Apache Iceberg データレイクの構築」の手順に従います。

Amazon EMR で Iceberg を使用するにはAWS CLI、まず以下の手順を使用してクラスターを作成します。
を使用してアイスバーグ分類を指定する方法についてはAWS CLI、クラスター作成時に AWS CLI を使用
して設定を指定する (p. 1517)またはを参照してくださいクラスター作成時に Java SDK を使用して設定を
指定する (p. 1517)。configurations.json以下の内容でという名前のファイルを作成します。

[{
"Classification":"iceberg-defaults", 
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]

次に、以下の設定でクラスターを作成し、例の Amazon S3 バケットパスとサブネット ID を独自の値に置
き換えます。

aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
--applications Name=Flink \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_flink_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \  
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef

または、Flink アプリケーションを含む Amazon EMR 6.9.0 クラスターを作成し、/usr/share/aws/
iceberg/lib/iceberg-flink-runtime.jarそのファイルを Flink ジョブの JAR 依存関係として使用
することもできます。

Flink SQL クライアントを使用する
SQL クライアントスクリプトは以下にあります/usr/lib/flink/bin。スクリプトは、次のコマンドを
使用して実行できます。
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flink-yarn-session -d # starting the Flink YARN Session in detached mode
./sql-client.sh

これにより、Flink SQL シェルが起動します。

Flink サンプル
Iceberg テーブルの作成
フリンク SQL

CREATE CATALOG glue_catalog WITH ( 
   'type'='iceberg', 
   'warehouse'='<WAREHOUSE>', 
   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog', 
   'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO', 
   'lock-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.DynamoLockManager', 
   'lock.table'='myGlueLockTable' 
 );

USE CATALOG  glue_catalog;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS <DB>;

USE <DB>;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` (id int, data string);

テーブル API

EnvironmentSettings settings = 
                EnvironmentSettings.newInstance().inBatchMode().build();

TableEnvironment tEnv = TableEnvironment.create(settings);

String warehouse = "<WAREHOUSE>";
String db = "<DB>";

tEnv.executeSql( 
                "CREATE CATALOG glue_catalog WITH (\n" 
                        + "   'type'='iceberg',\n" 
                        + "   'warehouse'='" 
                        + warehouse 
                        + "',\n" 
                        + "   'catalog-impl'='org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog',\n" 
                        + "   'io-impl'='org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO'\n" 
                        + " );");

tEnv.executeSql("USE CATALOG  glue_catalog;");
tEnv.executeSql("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS " + db + ";");
tEnv.executeSql("USE " + db + ";");
tEnv.executeSql( 
        "CREATE TABLE `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample` (id bigint, data string);");

Iceberg テーブルへの書き込み
フリンク SQL

INSERT INTO `glue_catalog`.`<DB>`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');
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テーブル API

tEnv.executeSql( 
        "INSERT INTO `glue_catalog`.`" 
                + db 
                + "`.`sample` values (1, 'a'),(2,'b'),(3,'c');");

データストリーム API

final StreamExecutionEnvironment env = 
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);

String db = "<DB Name>";

String warehouse = "<Warehouse Path>";

GenericRowData rowData1 = new GenericRowData(2);
rowData1.setField(0, 1L);
rowData1.setField(1, StringData.fromString("a"));

DataStream<RowData> input = env.fromElements(rowData1);

Map<String, String> props = new HashMap<();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader = 
        CatalogLoader.custom( 
                "glue", 
                props, 
                new Configuration(), 
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog");

TableLoader tableLoader = 
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStreamSink<Void> dataStreamSink = 
        FlinkSink.forRowData(input).tableLoader(tableLoader).append();

env.execute("Datastream Write");

Iceberg テーブルから読み込み

フリンク SQL

SELECT * FROM `glue_catalog`.`<DB>`.`sample`;

テーブル API

Table result = tEnv.sqlQuery("select * from `glue_catalog`.`" + db + "`.`sample`;");

データストリーム API

final StreamExecutionEnvironment env = 
 StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
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final StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env);

String db = "<DB Name>";

String warehouse = "<Warehouse Path>";

Map<String, String> props = new HashMap<>();
props.put("type", "iceberg");
props.put("warehouse", warehouse);
props.put("io-impl", "org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO");

CatalogLoader glueCatlogLoader = 
        CatalogLoader.custom( 
                "glue", 
                props, 
                new Configuration(), 
                "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog"); 
                 
TableLoader tableLoader = 
        TableLoader.fromCatalog(glueCatlogLoader, TableIdentifier.of(db, "sample"));

DataStream<RowData> batch = 
                
 FlinkSource.forRowData().env(env).tableLoader(tableLoader).streaming(false).build();

batch.print().name("print-sink");

Hive カタログを使用する
Flink と Hive の依存関係がの説明どおりに解決されていることを確認してくださいAmazon EMR の Hive 
メタストアへの Flink の設定 (p. 1573)。

Flink Job 実行
Flink にジョブを送信する 1 つの方法は、ジョブごとの Flink YARN セッションを使用することです。これ
は次のコマンドを使用して起動できます。

sudo flink run -m yarn-cluster -p 4 -yjm 1024m -ytm 4096m $JAR_FILE_NAME

Hive で Iceberg クラスターを使用する
Amazon EMR バージョン 6.9.0 以降では、オープンソースの Iceberg Hive インテグレーションに必要な
セットアップ手順を実行しなくても、Hive クラスターで Iceberg を使用できます。Amazon EMR バージョ
ン 6.8.0 以前では、ブートストラップアクションを使用してiceberg-hive-runtime jar をインストール
し、Hive を Iceberg サポート用に設定できます。

Amazon EMR 6.9.0 には、Hive 3.1.3 と Iceberg 0.14.1 を統合するための機能がすべて含まれています。
また、サポートされている実行エンジンを実行時にauto 選択する（EKS 6.9.0 の Amazon EMR）などの 
Amazon EMR の追加機能も含まれています。

アイスバーグクラスターの作成
Iceberg APIAWS Management Console を使用してクラスターを作成できます。AWS CLIこのチュートリ
アルでは、を使用して Amazon EMR クラスターで Iceberg を操作します。AWS CLIコンソールを使用し
て Iceberg がインストールされたクラスターを作成するには、「Amazon Athena、Amazon EMR、AWS 
Glue を使用して Iceberg データレイクを構築する」の手順に従ってください。
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Amazon EMR で Iceberg をとともに使用するにはAWS CLI、まず以下の手順を使用してクラスターを作
成します。AWS CLIまたは Java SDK を使用して Iceberg 分類を指定する方法については、クラスター作
成時に AWS CLI を使用して設定を指定する (p. 1517)またはを参照してくださいクラスター作成時に Java 
SDK を使用して設定を指定する (p. 1517)。以下の内容で configurations.json という名前のファイル
を作成します。

[{ 
    "Classification":"iceberg-defaults", 
    "Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]

次に、以下の設定でクラスターを作成し、例の Amazon S3 バケットパスとサブネット ID を独自のものに
置き換えます。

aws emr create-cluster --release-label emr-6.9.0 \
--applications Name=Hive \
--configurations file://iceberg_configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_hive_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \  
--ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef

Hive アイスバーグクラスターは以下のことを行います。

• Iceberg Hive ランタイム JAR を Hive にロードし、Hive エンジンの Iceberg 関連の設定を有効にしま
す。

• Amazon EMR Hive の動的実行エンジン選択を有効にして、ユーザーが Iceberg 互換のサポート対象実行
エンジンを設定できないようにします。

Note

Hive Iceberg クラスターは現在AWS Glue データカタログをサポートしていません。デフォルト
の Iceberg カタログはでHiveCatalog、これは Hive 環境用に設定されたメタストアに対応して
います。カタログ管理の詳細については、Apache Hive ドキュメントの「カタログ管理」を参照
してください。

機能のサポート
Amazon EMR 6.9.0 は Hive 3.1.3 と Iceberg 0.14.1 をサポートしています。この機能サポートは、Hive 
3.1.2 と 3.1.3 の Iceberg 互換機能に限定されています。以下の コマンドがサポートされています。

• テーブルの作成
• 分割されていないテーブル — Hive の外部テーブルは、次のようにストレージハンドラーを提供する

ことで作成できます。

CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) STORED BY 
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'

• 分割テーブル — Hive の外部分割テーブルは次のように作成できます。

CREATE EXTERNAL TABLE x (i int) PARTITIONED BY (j int) STORED BY 
 'org.apache.iceberg.mr.hive.HiveIcebergStorageHandler'
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Note

ORC/AVRO/PARQUETSTORED AS のファイル形式は Hive 3 ではサポートされていません。デ
フォルトで、唯一のオプションはParquetです。

• テーブルの削除 —DROP TABLE このコマンドは、次の例のようにテーブルを削除するために使用されま
す。

DROP TABLE [IF EXISTS] table_name [PURGE];

• テーブルの読み込み — 次の例のように、SELECTステートメントを使用して Hive の Iceberg テーブルを
読み取ることができます。サポートされる実行エンジンは MR と Tez です。

SELECT * FROM table_name

Hive の選択構文については、「LanguageManual 選択」を参照してください。Hive の Iceberg テーブル
を使用した SELECT ステートメントの詳細については、「Apache アイスバーグセレクト」 を参照して
ください。

• テーブルへの挿入 — HiveQLINSERT INTO のステートメントは、Map Reduce 実行エンジンをサポー
トしている Iceberg テーブルでのみ機能します。Amazon EMR Hive は実行時に Iceberg テーブルのエン
ジンを選択するため、Amazon EMR ユーザーは実行エンジンを明示的に設定する必要はありません。
• 単一テーブルへの挿入 — 例:

INSERT INTO table_name VALUES ('a', 1);
INSERT INTO table_name SELECT...;

• マルチテーブル挿入 — ステートメントへの非アトミックなマルチテーブル挿入がサポートされていま
す。例:

FROM source 
 INSERT INTO table_1 SELECT a, b 
 INSERT INTO table_2 SELECT c,d;

Amazon EMR で Iceberg を使用ためのする考慮事
項

このセクションには、Iceberg を Spark、Trino、Flink、および Hive で使用する際の考慮事項と制限事項が
記載されています。

Iceberg で Iceberg を使用する際の考慮事項
• Amazon EMR 6.5.0 は、デフォルトで EKS 上の Amazon EMR で実行される Iceberg をサポートして

いません。Amazon EMR 6.5.0 のカスタムイメージが用意されているため、--jars local:///usr/
share/aws/iceberg/lib/iceberg-spark3-runtime.jarspark-submitパラメータとして渡し
て EKS 上の Amazon EMR に Iceberg テーブルを作成できます。詳細については、『EKS 上の Amazon 
EMR 開発ガイド』の「カスタムイメージを使用して Amazon EMR に Spark ワークロードを送信する」
を参照してください。また、AWS Supportお問い合わせいただくこともできます。Amazon EMR 6.6.0 
以降、アイスバーグは EKS 上の Amazon EMR でサポートされています。

• AWSGlue を Iceberg のカタログとして使用する場合は、テーブルを作成するデータベースがAWS Glue 
に存在することを確認してください。AWS Lake Formationなどのサービスを使用していて、カタログを
読み込めない場合は、コマンドを実行するためのサービスへの適切なアクセス権があることを確認して
ください。
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Iceberg で Iceberg を使用する際の考慮事項
• Amazon EMR 6.5 では、Trino アイスバーグカタログによるアイスバーグのネイティブサポートは提供

されていません。Trino には Iceberg v0.11 が必要なので、Trino 用の Amazon EMR クラスターを Spark 
クラスターとは別に起動し、そのクラスターに Iceberg v0.11 を含めることをお勧めします。

• AWSGlue を Iceberg のカタログとして使用する場合は、テーブルを作成するデータベースがAWS Glue 
に存在することを確認してください。AWS Lake Formationなどのサービスを使用していて、カタログを
読み込めない場合は、コマンドを実行するためのサービスへの適切なアクセス権があることを確認して
ください。

Iceberg で Iceberg を使用する際の考慮事項
AWSGlue を Iceberg のカタログとして使用する場合は、テーブルを作成するデータベースがAWS Glue に
存在することを確認してください。AWS Lake Formationなどのサービスを使用していて、カタログを読み
込めない場合は、コマンドを実行するためのサービスへの適切なアクセス権があることを確認してくださ
い。

Iceberg で Iceberg を使用する際の考慮事項
• Iceberg は以下のクエリタイプをサポートしています。

• Create table
• Drop table
• テーブルに挿入
• 表を読む

• DML (データ操作言語MapReduce) 操作がサポートされているのは MR () 実行エンジンのみで、MR は 
Hive 3.1.3 で廃止されました。

• AWSGlue データカタログは現在、Iceberg with Hive ではサポートされていません。

• エラー処理は堅牢性が不十分です。設定に誤りがあると、クエリへの挿入が正常に完了することがあり
ます。ただし、メタデータの更新に失敗すると、データが失われる可能性があります。

Iceberg リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Iceberg のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Iceberg バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Iceberg バージョン Iceberg でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 1.1.0-amzn-0 Not available.

emr 6.9.0 0.14.1-amzn-0 Not available.
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Amazon EMR リリースラベル Iceberg バージョン Iceberg でインストールされるコ
ンポーネント

emr 6.8.0 0.14.0-amzn-0 Not available.

emr 6.7.0 0.13.1-amzn-0 Not available.

emr-6.0 0.13.1 Not available.

emr 6.5.0 0.12.0 Not available.

バージョン別の Iceberg リリースノート
• Amazon EMR 6.9.0-アイスバーグリリースノート (p. 2070)

Amazon EMR 6.9.0-アイスバーグリリースノート
アマゾン EMR 6.9.0-氷山のような変更

型 説明

機能 Amazon EMR フリンクとアイスバーグの統合。

機能 Amazon EMR Hive とアイスバーグの統合。

機能 クエリプランニング時間を短縮するため、Amazon 
FSx for Lustre に Iceberg メタデータファイルを
キャッシュできるようになりました。

バックポート PR 5050: Flink 1.15: インライン挿入 SQL コメント
の書き込みオプションSupport。

バックポート PR 5282:AWS: 新しいデータファイルストリーム
を開くことによる PUT 再試行の失敗を修正しま
す。

バックポート PR 5318: Flink 1.15: と IcebergSource (FLIP-27) 
FlinkSource の間のギャップを埋め、Flink SQL に 
FLIP-27 ソースを使用するようにオプトイン設定を
追加しました。

バックポート PR 5344: Flink 1.14: と IcebergSource (FLIP-27) 
FlinkSource の間のギャップを埋め、Flink SQL に 
FLIP-27 ソースを使用するようにオプトイン設定を
追加しました。

バックポート PR 5393: Flink 1.14、1.15: FLIP-27 MetricContext 
ソースリーダーでアイスバーグを Flink メトリクス
に変換しないようにしてください。

バックポート PR 5401: Flink 1.14、1.15: FLIP-27 ソースリー
ダー指標の PR #5393 IcebergSourceReader でグ
ループが見落とされました。

バックポート PR 5679: Spark 3.2、3.3: MergeRows ノードの 
NULL 許容値の伝播を修正しました。
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型 説明

バックポート PR 5860: Spark 3.3: QueryFailure 
RewriteManifestProcedure 日付分割テーブルで実
行する場合の問題を修正しました。

バックポート PR 5880: Spark 3.3: merge-on-read プロジェク
ションの NULL 許容度を修正しました。

バックポート PR 5917: Spark 3.2: merge-on-read プロジェク
ションの NULL 許容度を修正しました。
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での Jupyter ノートブック EMR
Jupyter ノートブックはオープンソースのウェブアプリケーションで、ライブコード、方程式、視覚化、
音声テキストを含むドキュメントの作成や共有に使用することができます。Amazon EMR には、Jupyter 
ノートブックを使用する 3 つのオプションがあります。

トピック
• EMR Studio (p. 2072)
• Jupyter NoteboteをベースにしたAmazon EMR ノートブック (p. 2072)
• JupyterHub (p. 2072)

EMR Studio
Amazon EMR Studio は、フルマネージド型の Web ベースの統合開発環境 (IDE)。Jupyter ノートブックこ
れは Amazon EMR クラスターで実行されます。R、Python、Scala、およびで記述されたアプリケーショ
ンの開発、視覚化、およびデバッグをチーム用に EMR Studio を設定できます。PySpark。

Amazon EMR で Jupyter ノートブックを使用する場合は、EMR Studio を使用することをお勧めします。
詳細については、「」を参照してください。EMR StudioのAmazon EMR 管理ガイド。

Jupyter NoteboteをベースにしたAmazon EMR ノー
トブック

EMR Notebooks はJupyter ノートブックAmazon EMR コンソールに組み込まれている環境で、Jupyter 
ノートブックをすばやく作成し、Spark クラスターにアタッチし、コンソールで Jupyter ノートブックエ
ディタを開いてクエリとコードをリモートで実行できます。EMR ノートブックは、耐久性のあるストレー
ジ、クイックアクセス、および柔軟性のために、クラスターから独立して Amazon S3 に保存されます。
複数のノートブックを開き、1 つのクラスタに複数のノートブックをアタッチし、異なるクラスタでノー
トブックを再利用できます。

詳細については、「」を参照してください。EMR ノートブックのAmazon EMR 管理ガイド。

JupyterHub
Jupyter ノートブックはオープンソースのウェブアプリケーションで、ライブコード、方程式、視覚化、音
声テキストを含むドキュメントの作成や共有に使用することができます。JupyterHub を使うと、シングル
ユーザーモードの Jupyter ノートブックサーバーの複数のインスタンスをホストできます。を使用してク
ラスターを作成すると JupyterHub、Amazon EMR がクラスターのマスターノードで Docker コンテナを作
成します。 JupyterHub、Jupyter、および Sparkmagic に必要なすべてのコンポーネントはコンテナー内で
実行されます。

Sparkmagic は Jupyter ノートブックが Amazon EMR で実行されている Apache Spark (Spark の REST 
サーバーである Apache Livy (p. 2106) を使用) と連携できるようにするカーネルのライブラリで
す。Spark と Apache Livy は JupyterHub. を使用してクラスターを作成する時に自動的にインストールさ
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れます。Sparkmagic で使用可能な 3、、および Spark カーネルと同様に PySpark、Jupyter のデフォル
トの Python PySpark 3 カーネルを利用することができます。こうしたカーネルを使用して臨時の Spark 
コードや、Python、Scala を使ったインタラクティブな SQL クエリを実行できます。Docker コンテナ内
で追加のカーネルを手動で追加することもできます。詳細については、「追加のカーネルとライブラリを
インストールする (p. 2087)」を参照してください。

次の図は、Amazon EMR JupyterHub のコンポーネントと対応するノートブックユーザーと管理者
の認証方法を示しています。詳細については、「Jupyter ノートブックのユーザーと管理者を追加す
る (p. 2080)」を参照してください。

次の表は、Amazon EMR 6.x JupyterHub シリーズの最新リリースに含まれているのバージョン
と、Amazon EMR でインストールされるコンポーネントを示しています JupyterHub。

JupyterHub このリリースでインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。
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JupyterHub emr-6.10.0 のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン インストールされるコンポーネ
ント JupyterHub

emr-6.10.0 JupyterHub 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, jupyterhub

次の表は、Amazon EMR 5.x JupyterHub シリーズの最新リリースに含まれているのバージョン
と、Amazon EMR でインストールされるコンポーネントを示しています JupyterHub。

JupyterHub このリリースでインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
5.36.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)」を参照してください。

JupyterHub emr-5.36.0 のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン インストールされるコンポーネ
ント JupyterHub

emr-5.36.0 JupyterHub 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, jupyterhub

Amazon EMR に含まれている Python 3 カーネルは 3.6.4 です。 JupyterHub

jupyterhub コンテナ内にインストールされているライブラリは Amazon EMR リリースバージョンと 
Amazon EC2 AMI バージョンで異なる場合があります。

conda を使用してインストール済みのライブラリをリストにする

• マスターノードのコマンドラインで次のコマンドを実行します。

sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list"
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pip を使用してインストール済みのライブラリをリストにする

• マスターノードのコマンドラインで次のコマンドを実行します。

sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze"

トピック
• を使用してクラスターを作成する JupyterHub (p. 2075)
• Amazon EMR JupyterHub で使用する際の考慮事項 (p. 2076)
• 構成中 JupyterHub (p. 2076)
• Amazon S3 でノートブックの永続性を設定するには (p. 2077)
• マスターノードとノートブックサーバーに接続する (p. 2078)
• JupyterHub 構成と管理 (p. 2078)
• Jupyter ノートブックのユーザーと管理者を追加する (p. 2080)
• 追加のカーネルとライブラリをインストールする (p. 2087)
• JupyterHub リリース履歴 (p. 2090)

を使用してクラスターを作成する JupyterHub
Amazon EMR クラスターはAWS Management Console、AWS Command Line Interface、または Amazon 
EMR API JupyterHub を使用して作成できます。ステップ完了後に自動終了するオプションでクラスター
を作成していないことを確認します (AWS CLI の --auto-terminate オプション)。また、管理者とノー
トブックユーザーがクラスターの作成時に使用するキーペアにアクセスできることを確認します。詳細
は、「Amazon EMR 管理ガイド」の「SSH 認証情報にキーペアを使用する」を参照してください。

JupyterHub コンソールを使用してクラスターを作成する
以下の手順に従って、Amazon EMR コンソールで Advanced Options JupyterHub  を使用してインストー
ルされるクラスターを作成します。

Amazon EMR JupyterHub コンソールを使用してインストールされた Amazon EMR クラスターを
作成するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選
択します。

3. [Software Configuration (ソフトウェア設定)] で次を実行します。

• [リリース] には、emr-5.36.0 を選択し、を選択します JupyterHub。
• Spark を使用していて、AWS Glue Data Catalog を Spark SQL のメタストアとして使う場合は

[Use for Spark table metadata] (Spark テーブルメタデータに使用) を選択します。詳細について
は、「Spark SQL のメタストアとしての AWS Glue Data Catalog の使用 (p. 2306)」を参照してく
ださい。

• [Edit software settings (ソフトウェア設定の編集)] には [Enter configuration (設定の入力)] を選択
し、値を指定するか [Load JSON from S3 (S3 からの JSON のロード)] を選び JSON 設定ファイル
を指定します。詳細については、「構成中 JupyterHub (p. 2076)」を参照してください。

4. クラスターを作成した時点で [Add steps (optional) (ステップの追加 (オプション))] で実行するステッ
プを設定する場合は、[Auto-terminate cluster after the last step is completed (最後のステップが完了し
たらクラスターを自動終了する)] を選択せずに、[Next (次へ)] を選びます。
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5. [Hardware Configuration (ハードウェア構成)] オプション、[Next (次へ)] の順に選択します。詳細につ
いては、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスターハードウェアとネットワークを構成する」を参
照してください。

6. [General Cluster Settings (クラスターの全般設定)] オプションを選択し [Next (次へ)] を選びます。
7. [Security Options (セキュリティオプション)] でキーペアを指定し、[Create Cluster (クラスターの作

成)] を選択します。

JupyterHub を使用してクラスターを作成しますAWS CLI
でクラスターを起動するには JupyterHub、aws emr create-clusterコマンドを使用し、--
applicationsオプションにはを指定しますName=JupyterHub。次の例は Amazon EMR で 2 つの EC2 
インスタンス (マスターインスタンスとコアインスタンス) JupyterHub を含むクラスターを起動します。デ
バッグも有効になっています。--log-uri が指定する Amazon S3 ロケーションにログが保存されていま
す。指定されたキーペアはクラスター内の Amazon EC2 インスタンスへのアクセスを提供します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://MyBucket/MyJupyterClusterLogs \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes 
 KeyName=MyKeyPair

Amazon EMR JupyterHub で使用する際の考慮事項
Amazon EMR で使用する場合は、 JupyterHub 以下について検討します。

• Warning

ユーザーノートブックとファイルはマスターノードのファイルシステムに保存されています。
これはクラスター終了で保持されないエフェメラルストレージです。クラスターが終了する
と、バックアップされていないデータは失われます。cron ジョブまたは別のアプリケーション
に適したものを使用して、定期的にバックアップを行うことを推奨します。
また、コンテナ内で行った設定変更はコンテナの再起動時に保持されない場合があります。カ
スタマイズをより再現しやすくするため、スクリプトを使用するかコンテナ設定の自動化を推
奨します。

• Amazon EMR セキュリティ設定を使用してセットアップした Kerberos 認証はサポートされていませ
ん。

• OAuthenticator はサポートされていません。

構成中 JupyterHub
クラスターマスターノードに接続し設定ファイルを編集することで、Amazon EMR と各ユーザーノート
ブックの設定をカスタマイズすることができます。 JupyterHub 値を変更したら jupyterhub コンテナを
再起動します。

次のファイルのプロパティを変更して、Jupyter JupyterHub ノートブックと各 Jupyter ノートブックを設
定します。

• jupyterhub_config.py - デフォルトでは、このファイルはマスターノードの /etc/jupyter/
conf/ ディレクトリに保存されています。詳細については、 JupyterHub ドキュメントの「設定の基
本」を参照してください。
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• jupyter_notebook_config.py - このファイルは、デフォルトで /etc/jupyter/ ディレクトリに
保存され、デフォルトとして jupyterhub コンテナにコピーされます。詳細については、Jupyter ノー
トブックのドキュメントで「Config file and command line options」を参照してください。

jupyter-sparkmagic-conf 設定分類を使用して Sparkmagic をカスタマイズすることもできます。こ
れにより Sparkmagic の config.json ファイルの値が更新されます。使用可能な設定の詳細について
は、の example_config.json を参照してください GitHub。Amazon EMR のアプリケーションで設定分類を
使用する方法について詳しくは「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

次の例では、Sparkmagic 設定分類の MyJupyterConfig.json ファイルを参照する AWS CLI を使用し
てクラスターを起動します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --use-default-roles --release-label emr-5.14.0 \
--applications Name=Jupyter --instance-type m4.xlarge --instance-count 3 \
--ec2-attributes KeyName=MyKey,SubnetId=subnet-1234a5b6 --configurations file://
MyJupyterConfig.json

MyJupyterConfig.json のサンプルコンテンツは次のようになります。

[ 
    { 
    "Classification":"jupyter-sparkmagic-conf", 
    "Properties": { 
      "kernel_python_credentials" : "{\"username\":\"diego\",\"base64_password\":
\"mypass\",\"url\":\"http:\/\/localhost:8998\",\"auth\":\"None\"}" 
      } 
    }
]

Note

Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタンスグループご
とに、クラスター設定を上書きして追加の設定分類を指定できます。これを行うには、Amazon 
EMR コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用します。
詳細については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照し
てください。

Amazon S3 でノートブックの永続性を設定するには
Amazon EMR JupyterHub でクラスターを設定して、ユーザーが保存したノートブックがクラスター EC2 
インスタンスのエフェメラルストレージ外の Amazon S3 に残るようにすることができます。

クラスターの作成時に、jupyter-s3-conf 設定分類を使用して Amazon S3 の永続性を指定します。詳
細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

s3.persistence.enabled プロパティを使用して Amazon S3 の永続性を有効にすることに加え
て、s3.persistence.bucket プロパティを使用してノートブックが保存される Amazon S3 でバケット
を指定します。各ユーザーのノートブックは、指定したバケットの jupyter/jupyterhub-user-name
フォルダに保存されます。バケットは Amazon S3 に存在している必要があります。また、クラスターの
作成時に指定した EC2 インスタンスプロファイルのロールには、バケットへのアクセス権限が必要です 
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(デフォルトでは、ロールは EMR_EC2_DefaultRole です)。詳細については、AWS サービスに Amazon 
EMR の許可の IAM ロールを設定を参照してください。

同じ設定分類プロパティを使用して新しいクラスターを起動するとき、ユーザーは保存した場所からの内
容を含むノートブックを開くことができます。

Amazon S3 を有効にした状態でノートブックでモジュールとしてファイルをインポートすると、ファイル
は Amazon S3 にアップロードされます。Amazon S3 の永続性を有効にせずにファイルをインポートする
と、 JupyterHub ファイルはコンテナにアップロードされます。

次の例では、Amazon S3 の永続性を有効にします。ユーザーが保存したノートブックは、各ユー
ザーの s3://MyJupyterBackups/jupyter/jupyterhub-user-name フォルダに保存されま
す。jupyterhub-user-name は diego などのユーザー名です。

[ 
    { 
        "Classification": "jupyter-s3-conf", 
        "Properties": { 
            "s3.persistence.enabled": "true", 
            "s3.persistence.bucket": "MyJupyterBackups" 
        } 
    }
]

マスターノードとノートブックサーバーに接続する
JupyterHub 管理者とノートブックユーザーは、SSH トンネルを使用してクラスターマスターノードに
接続し、 JupyterHub マスターノード上で提供される Web インターフェイスに接続する必要がありま
す。SSH トンネルの設定やウェブ接続をプロキシするためにトンネルを使用する場合の詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスターに接続する」を参照してください。

デフォルトでは、 JupyterHub Amazon EMR はマスターノードのポート 9443 で利用できます。 
JupyterHub 内部プロキシは、ポート 9443 を介してノートブックインスタンスにもサービスを提供しま
す。 JupyterHub および Jupyter Web インターフェイスには、次のパターンの URL を使用してアクセスで
きます。

https://MasterNodeDNS: 9443

c.JupyterHub.port プロパティ (jupyterhub_config.py ファイル) を使用して別のポートを指定す
ることができます。詳細については、 JupyterHub ドキュメントの「Networking Basics」を参照してくだ
さい。

デフォルトでは、 JupyterHub Amazon EMR は HTTPS を使用する SSL 暗号化の自己署名証明書を使
います。接続が完了すると、自己署名証明書を信頼することを確認するメッセージが表示されます。
ご自分の信頼済みの証明書とキーを使用できます。デフォルトの証明書ファイル、server.crt、キー
ファイル server.key をマスターノードの /etc/jupyter/conf/ ディレクトリでご自分の証明書と
キーファイルに置き換えます。c.JupyterHub.ssl_key と c.JupyterHub.ssl_cert プロパティ 
(jupyterhub_config.py ファイル) を使用して SSL マテリアルを指定します。詳細については、 
JupyterHub ドキュメントの「セキュリティ設定」を参照してください。jupyterhub_config.py を更
新したら、コンテナを再起動します。

JupyterHub 構成と管理
JupyterHub および関連コンポーネントは、Ubuntujupyterhub オペレーティングシステムを実行すると
いう名前の Docker コンテナ内で実行されます。コンテナ内で実行するコンポーネントを管理する方法は
いくつかあります。
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Warning

コンテナ内で行うカスタマイズはコンテナの再起動時に保持されない場合があります。カスタマ
イズをより再現しやすくするため、スクリプトを使用するかコンテナ設定の自動化を推奨しま
す。

コマンドラインを使用して管理する
SSH を使用してマスターノードに接続する場合は、Docker コマンドラインインターフェイス (CLI) を使
用してコマンドを実行できます。その場合はコンテナを名前または ID で指定します (jupyterhub)。た
とえば、sudo docker exec jupyterhub command はオペレーティングシステムまたはコンテナ内
で実行されるアプリケーションが認識するコマンドを実行します。このメソッドを使用し、オペレーティ
ングシステムにユーザーを追加して Docker コンテナ内に追加アプリケーションやライブラリをインス
トールすることができます。たとえば、デフォルトのコンテナイメージにはパッケージのインストールの 
Conda が含まれているので、マスターノードラインで次のコマンドを実行し、コンテナ内でアプリケー
ション、Keras をインストールすることができます。

sudo docker exec jupyterhub conda install keras

ステップを送信して管理する
ステップはクラスターに作業を送信する方法です。クラスターを起動するときにステップを送信、または
実行中のクラスターにステップを送信することができます。command-runner.jar を使用し、コマンド
ラインで実行するコマンドをステップとして送信できます。詳細については「Amazon EMR 管理ガイド」
の「CLI およびコンソールを使用した手順の作業」と「Amazon EMR クラスターでのコマンドとスクリプ
トの実行 (p. 2521)」を参照してください。

たとえば、先の例でマスターノードのコマンドラインから実行したように、次の AWS CLI コマンドを
ローカルコンピュータで使用して Keras をインストールすることができます。

aws emr add-steps --cluster-id MyClusterID --steps Name="Command 
 Runner",Jar="command-runner.jar",Args="/usr/bin/sudo","/usr/bin/
docker","exec","jupyterhub","conda","install","keras"

一連のステップをスクリプトにし、そのスクリプトを Amazon S3 にアップロードすると、クラスター
の作成時またはステップとしてスクリプトを追加する場合に script-runner.jar を使用してスク
リプトを実行できます。詳細については、「Amazon EMR クラスターでのコマンドとスクリプトの実
行 (p. 2521)」を参照してください。例については、「the section called “例: Bash スクリプトで複数の
ユーザーを追加する” (p. 2081)」を参照してください。

REST API を使用して管理する
Jupyter JupyterHub、およびの HTTP プロキシには JupyterHub 、リクエストの送信に使用できる REST 
API が用意されています。にリクエストを送信するには JupyterHub、リクエストとともに API トークンを
渡す必要があります。マスターノードのコマンドラインから curl コマンドを使用して、REST コマンド
を実行できます。詳細については、以下のリソースを参照してください。

• JupyterHubのドキュメントでの REST API JupyterHub の使用 (API トークンの生成手順を含む)
• Jupyter Notebook Server API GitHub
• configurable-http-proxyオン GitHub

次の例は、REST API JupyterHub を使用してユーザーのリストを取得する方法を示しています。このコマ
ンドは、以前に生成された admin トークンを渡し、デフォルトポート 9443 を使用して出力を jq にパイプ
して見やすくします。 JupyterHub
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curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \
-H "Authorization: token $admin_token" | jq .

Jupyter ノートブックのユーザーと管理者を追加する
ユーザーがノートブックの作成と、 JupyterHub 必要に応じて管理できるように、2 つの認証方法のいず
れかを使用できます JupyterHub。最も簡単な方法は、プラガブル認証モジュール (PAM) JupyterHub を使
用することです。また、 JupyterHub Amazon EMR は Microsoft Active Directory サーバーのような LDAP 
サーバーからユーザー ID を取得するため、LDAP authenticator plugin JupyterHub for LDAP authenticator 
plugin for Microsoft EMR をサポートしています。各認証方法でユーザーを追加する場合の手順や例につい
ては、こちらのセクションをご覧ください。

JupyterHub Amazon EMR で、管理者権限を持つデフォルトユーザーが設定されています。ユーザー名は
jovyan でパスワードは jupyter です。このユーザーを管理者の権限を持つ別のユーザーに置き換える
ことを強く推奨します。これを行うには、クラスターの作成時にステップを使用するか、クラスターの実
行中にマスターノードに接続します。

トピック
• PAM 認証の使用 (p. 2080)
• LDAP 認証の使用 (p. 2082)
• ユーザー偽装 (p. 2086)

PAM 認証の使用
Amazon EMR JupyterHub で PAM ユーザーを作成するのは 2 段階のプロセスです。最初のステップは、
マスターノードで jupyterhub コンテナを実行しているオペレーティングシステムにユーザーを追加し、
対応するユーザーのホームディレクトリに各ユーザーを追加することです。次のステップは、 JupyterHub
こうしたオペレーティングシステムのユーザーをユーザーとして追加することです。このプロセスは「ホ
ワイトリスト」と呼ばれます JupyterHub。 JupyterHub ユーザーを追加すると、 JupyterHub その URL に
接続して、アクセス用のオペレーティングシステム認証情報を入力できます。

ユーザーがログインすると、 JupyterHub そのユーザーのノートブックサーバーインスタンスが開きま
す。このインスタンスは、マスターノード上のユーザーのホームディレクトリ、/var/lib/jupyter/
home/usernameつまりに保存されています。ノートブックサーバーインスタンスがない場合は、 
JupyterHub ユーザーのホームディレクトリでノートブックインスタンスを生成します。以下のセクション
では、ユーザーをオペレーティングシステムに個別に追加する方法と JupyterHub、複数のユーザーを追加
する基本的な bash スクリプトについて説明します。

コンテナにオペレーティングシステムユーザーを追加する

次の例は、最初にコンテナ内の useradd コマンドを使用して 1 人のユーザー (diego) を追加してから、そ
のユーザー用のホームディレクトリを作成します。2 番目のコマンドは chpasswd を使用して、このユー
ザーに diego のパスワードを確立します。SSH で接続中にマスターノードコマンドラインでコマンドが実
行されます。ステップを送信して管理する (p. 2079)で説明されているように、ステップを使用してこうし
たコマンドを実行することもできます。

sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N diego
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo diego:diego | chpasswd"

JupyterHub ユーザーを追加する

JupyterHub の管理パネルまたは REST API を使用して、ユーザーと管理者、またはユーザーのみを追加で
きます。
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の [Admin] パネルを使用してユーザーと管理者を追加する JupyterHub

1. SSH を使用してマスターノードConnect し、管理者権限を持つ ID で https MasterNode://DNS: 
9443 にログインします。

2. [Control Panel (コントロールパネル)]、[Admin (管理者)] の順に選択します。
3. [User (ユーザー)] を選択し、[Add Users (ユーザーの追加)] または [Admin (管理者)]、[Add Admins (管

理者の追加)] を選択します。

REST API を使用してユーザーを追加する

1. SSH を使用してマスターノードに接続し、次のコマンドをマスターノードで使用するか、コマンドを
ステップとして実行します。

2. API リクエストを行うための管理者トークンを取得し、AdminToken次のステップでそのトークンに
置き換えます。

3. 以下のコマンドを使用して、UserNameコンテナー内で作成されたオペレーティングシステムユー
ザーに置き換えます。

curl -XPOST -H "Authorization: token AdminToken" "https://$(hostname):9443/hub/api/
users/UserName

Note

JupyterHubWeb インターフェイスに初めてログインすると、 JupyterHub 自動的に非管理者ユー
ザーとして追加されます。

例: Bash スクリプトで複数のユーザーを追加する

以下のサンプル bash スクリプトは、 JupyterHub このセクションの前のステップを組み合わせて複数の
ユーザーを作成します。スクリプトは直接マスターノードで実行したり、Amazon S3 にアップロードして
ステップとして実行することができます。

スクリプトは最初にユーザー名の配列を確立し、jupyterhub token コマンドを使用してデフォルトの
管理者 (jovyan) に API トークンを作成します。そうすると、jupyterhub コンテナにオペレーティングシ
ステムユーザーを作成し、ユーザー名に対応する初期パスワードを割り当てます。最後に、REST API オ
ペレーションを呼び出して各ユーザーを作成します JupyterHub。以前スクリプトで生成したトークンを渡
し、REST レスポンスを jq にパイプして見やすくします。

# Bulk add users to container and JupyterHub with temp password of username
set -x
USERS=(shirley diego ana richard li john mary anaya)
TOKEN=$(sudo docker exec jupyterhub /opt/conda/bin/jupyterhub token jovyan | tail -1)
for i in "${USERS[@]}";  
do  
   sudo docker exec jupyterhub useradd -m -s /bin/bash -N $i 
   sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo $i:$i | chpasswd" 
   curl -XPOST --silent -k https://$(hostname):9443/hub/api/users/$i \ 
 -H "Authorization: token $TOKEN" | jq
done

s3://mybucket/createjupyterusers.sh のような Amazon S3 の場所にスクリプトを保存します。
ステップとして実行するために script-runner.jar を使えるようになります。
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例: クラスターの作成時にスクリプトを実行する (AWS CLI)
Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://MyBucket/MyJupyterClusterLogs \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes 
 KeyName=MyKeyPair \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://mybucket/
createjupyterusers.sh"]

既存のクラスターでスクリプトを実行する (AWS CLI)
Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr add-steps --cluster-id j-XXXXXXXX --steps Type=CUSTOM_JAR,\
Name=CustomJAR,ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-runner.jar,Args=["s3://mybucket/
createjupyterusers.sh"]

LDAP 認証の使用
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) は、Active Directory または OpenLDAP サーバーのような 
LDAPとの互換性があるディレクトリサーバープロバイダーで保存されているユーザーやコンピュータな
どのリソースに対応するオブジェクトのクエリや変更を行うアプリケーションプロトコルです。Amazon 
EMR の LDAP 認証プラグインを使用して、 JupyterHub ユーザー認証に LDAP を使うことができます。 
JupyterHubプラグインは LDAP ユーザーのログインセッションを処理し、Jupyter にユーザー情報を提供
します。これにより JupyterHub 、ユーザーは LDAP 互換サーバーに保存されている ID の認証情報を使用
してノートブックに接続できます。

このセクションの手順は、LDAP authenticator plugin for LDAP authenticator plugin for LDAP を使用して
LDAP をセットアップし有効にするため、以下の手順を順を追って説明します JupyterHub。このステップ
はマスターノードのコマンドラインに接続している状態で実行します。詳細については、「マスターノー
ドとノートブックサーバーに接続する (p. 2078)」を参照してください。

1. ホスト IP アドレス、ポート、バインディング名など、LDAP サーバーに関する情報を使用して LDAP 
設定ファイルを作成します。

2. /etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py を変更して、 JupyterHub の LDAP 認証プラグイン
を有効にします。

3. jupyterhub コンテナ内で LDAP を設定するスクリプトを作成して実行します。
4. ユーザーの LDAP にクエリを実行し、各ユーザーのコンテナー内にホームディレクトリを作成します。 

JupyterHub ノートブックをホストするにはホームディレクトリが必要です。
5. 再起動するスクリプトを実行する JupyterHub

Important

LDAPを設定する前に、LDAP サーバーとクラスターマスターノードが必要に応じて通信できるこ
とを確認するため、ネットワークインフラストラクチャをテストしてください。TLS は通常、単
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純な TCP 接続でポート 389 を使用します。LDAP 接続が SSL を使用する場合の一般的な SSL の 
TCP ポートは 636 です。

LDAP 設定ファイルを作成する
以下の例では、次のプレースホルダー設定の値を使用します。これらの値を実装と一致するパラメータに
置き換えます。

• LDAP サーバーはバージョン 3 を実行していて、ポート 389 で使用可能になっています。これは標準的
な LDAP の非 SSL ポートです。

• ベース識別子名 (DN) は dc=example, dc=org です。

テキストエディタを使用して、次のようなコンテンツを含む ldap.conf ファイルを作成します。LDAP 実装
に適切な値を使用します。host を IP アドレスまたは LDAP サーバーの解決可能なホスト名に置き換えま
す。

base dc=example,dc=org
uri ldap://host
ldap_version 3
binddn cn=admin,dc=example,dc=org
bindpw admin

LDAP 認証プラグインを有効にする JupyterHub
テキストエディタを使用して /etc/jupyter/conf/jupyterhub_config.py ファイルを変更し、次の
ような ldapauthenticator プロパティを追加します。host を IP アドレスまたは LDAP サーバーの解決可能
なホスト名に置き換えます。この例では、ユーザーオブジェクトが people という組織単位 (ou) にあり、
先に ldap.conf を使って確立した識別名のコンポーネントを使用しているものとします。

c.JupyterHub.authenticator_class = 'ldapauthenticator.LDAPAuthenticator'
c.LDAPAuthenticator.use_ssl = False
c.LDAPAuthenticator.server_address = 'host'  
c.LDAPAuthenticator.bind_dn_template = 'cn={username},ou=people,dc=example,dc=org'

コンテナ内で LDAP を設定する
テキストエディタを使用して、次のコンテンツを含む bash スクリプトを作成します。

#!/bin/bash

# Uncomment the following lines to install LDAP client libraries only if
# using Amazon EMR release version 5.14.0. Later versions install libraries by default.
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get update"
# sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo apt-get -y install libnss-ldap libpam-ldap 
 ldap-utils nscd" 
  
# Copy ldap.conf
sudo docker cp ldap.conf jupyterhub:/etc/ldap/
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/ldap/ldap.conf" 
  
# configure nss switch
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^passwd.*\)/\1 ldap/g' /etc/nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^group.*\)/\1 ldap/g' /etc/nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sed -i 's/\(^shadow.*\)/\1 ldap/g' /etc/nsswitch.conf"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/nsswitch.conf" 
  
# configure PAM to create home directories
sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'session required        pam_mkhomedir.so skel=/
etc/skel umask=077' >> /etc/pam.d/common-session"
sudo docker exec jupyterhub bash -c "cat /etc/pam.d/common-session" 
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# restart nscd service
sudo docker exec jupyterhub bash -c "sudo service nscd restart" 
  
# Test
sudo docker exec jupyterhub bash -c "getent passwd"

# Install ldap plugin
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip install jupyterhub-ldapauthenticator"

マスターノードにスクリプトを保存し、マスターノードのコマンドラインから実行します。たとえ
ば、configure_ldap_client.sh として保存されているスクリプトでファイルを実行可能にします。

chmod +x configure_ldap_client.sh

スクリプトを実行します。

./configure_ldap_client.sh

Active Directory に属性を追加する
各ユーザーを検索してデータベースに適切なエントリを作成するには、 JupyterHub Docker コンテナに 
Active Directory 内の対応するユーザーオブジェクトに対応する次の UNIX プロパティが必要です。詳
細については、記事「Clarification regarding the status of identity management for Unix (IDMU) and NIS 
server role in Windows Server 2016 technical preview and beyond」(Windows Server 2016テクニカルプ
レビュー以降でのUnix（IDMU）およびNISサーバーの役割のID管理のステータスに関する説明）、のセク
ション「How do I continue to edit the GID/UID RFC 2307 attributes now that the Unix Attributes Plug-in is 
no longer available for the Active Directory Users and Computers MMC snap-in?」(Unix属性プラグインが
ActiveDirectoryユーザーとコンピューターMMCスナップインで使用できなくなった場合、GID / UID RFC 
2307属性を編集し続けるにはどうすればよいですか？) を参照してください。

• homeDirectory

これは、ユーザーのホームディレクトリへの場所 (通常は /home/username) です。
• gidNumber

これは、別のユーザーがすでに使用していない 60000 より大きい値です。使用中の GID について
は、etc/passwd ファイルを確認してください。

• uidNumber

これは、別のグループがすでに使用していない 60000 より大きい値です。使用中の UID について
は、etc/group ファイルを確認してください。

• uid

これは username と同じです。

ユーザーのホームディレクトリを作成する
JupyterHub LDAP ユーザーを認証しインスタンスデータを保存するため、コンテナ内のホームディレクト
リが必要です。次の例は LDAP ディレクトリのshirley と diego という 2 人のユーザーを示しています。

まず、次の例のように ldapsearch を使用して、各ユーザーの ID とグループ ID 情報に LDAP サーバーを
クエリします。host は LDAP サーバーの IP アドレスまたは解決可能なホスト名に置き換わります。

ldapsearch -x -H ldap://host \ 
 -D "cn=admin,dc=example,dc=org" \ 
 -w admin \ 
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 -b "ou=people,dc=example,dc=org" \ 
 -s sub \ 
 "(objectclass=*)" uidNumber gidNumber

ldapsearch コマンドが shirley と diego といった 2 人のユーザーに見られるような LDIF 形式のレスポン
スを返します。

# extended LDIF

# LDAPv3
# base <ou=people,dc=example,dc=org> with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: uidNumber gidNumber sn  

# people, example.org
dn: ou=people,dc=example,dc=org

# diego, people, example.org
dn: cn=diego,ou=people,dc=example,dc=org
sn: B
uidNumber: 1001
gidNumber: 100

# shirley, people, example.org
dn: cn=shirley,ou=people,dc=example,dc=org
sn: A
uidNumber: 1002
gidNumber: 100

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 4
# numEntries: 3

レスポンスからの情報を使用し、コンテナ内のコマンドを実行して各ユーザーの共通名 (cn) にホームディ
レクトリを作成します。uidNumber と gidNumber を使用して、そのユーザーのホームディレクトリの
所有権を修正します。その操作を次の例のコマンドがユーザーの shirley に行います。

sudo docker container exec jupyterhub bash -c "mkdir /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "chown -R $uidNumber /home/shirley"
sudo docker container exec jupyterhub bash -c "sudo chgrp -R $gidNumber /home/shirley"

Note

の LDAP オーセンティケータは、 JupyterHub ローカルユーザーの作成をサポートしていませ
ん。詳細については、「LDAP authenticator configuration note on local user creation」を参照して
ください。
ローカルユーザーを手動で作成するには、次のコマンドを使用します。

sudo docker exec jupyterhub bash -c "echo 'shirley:x:$uidNumber:$gidNumber::/
home/shirley:/bin/bash' >> /etc/passwd"

JupyterHubコンテナの再起動
以下のコマンドを実行して、jupyterhub コンテナを再起動します。

sudo docker stop jupyterhub
sudo docker start jupyterhub
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ユーザー偽装
Jupyter ノートブック内で実行されている Spark ジョブは、Amazon EMR での実行中に、複数のア
プリケーションを走査します。たとえば、ユーザーが Jupyter 内で実行する PySpark 3 つのコードが 
Sparkmagic によって受信され、Sparkmagic は HTTP POST リクエストを使用してそのコードを Livy に送
信します。Livy は、YARN を使用してクラスターで実行する Spark ジョブを作成します。

デフォルトでは、このように送信された YARN ジョブは、ジョブを開始したユーザーとは関係なく、ユー
ザー livy として実行されます。ユーザー偽装を設定することで、ノートブックユーザーのユーザー ID 
を、YARN ジョブに関連付けられているユーザーとすることができます。各ユーザーによって開始される
ジョブは、ユーザー shirley と関連付けられた diego と livy の両方によって開始するのではなく、そ
れぞれ shirley および diego に関連付けられます。これにより、Jupyter の使用を監査し、組織内でア
プリケーションを管理できます。

この設定がサポートされるのは、Sparkmagic から Livy への呼び出しが認証されていない場合のみで
す。Hadoop アプリケーションと Livy (Apache Knox Gateway など) 間で認証またはプロキシレイヤーを
提供するアプリケーションはサポートされません。このセクションでユーザー偽装を設定する手順では、 
JupyterHub と Livy が同じマスターノードで実行されていることを前提としています。アプリケーション
に別々のクラスターがある場合、ステップ 3: ユーザーの HDFS ホームディレクトリを作成する (p. 2086)
を変更し、HDFS ディレクトリが Livy マスターノードで作成されるようにする必要があります。

ユーザー偽装を設定するステップ
• ステップ 1: Livy を設定する (p. 2086)
• ステップ 2: ユーザーを追加する (p. 2086)
• ステップ 3: ユーザーの HDFS ホームディレクトリを作成する (p. 2086)

ステップ 1: Livy を設定する
次の例に示すように、クラスターを作成して Livy のユーザー偽装を有効にする場合は、livy-conf およ
び core-site 設定分類を使用します。設定分類を JSON として保存し、クラスターの作成時にその分類
を参照するか、インラインで指定します。詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照
してください。

[ 
  { 
    "Classification": "livy-conf", 
    "Properties": { 
      "livy.impersonation.enabled": "true" 
    } 
  }, 
  { 
    "Classification": "core-site", 
    "Properties": { 
      "hadoop.proxyuser.livy.groups": "*", 
      "hadoop.proxyuser.livy.hosts": "*" 
    } 
  }
]

ステップ 2: ユーザーを追加する
PAM または LDAP JupyterHub を使用してユーザーを追加します。詳細については、PAM 認証の使
用 (p. 2080)およびLDAP 認証の使用 (p. 2082)を参照してください。

ステップ 3: ユーザーの HDFS ホームディレクトリを作成する
ユーザーを作成するため、マスターノードに接続しました。マスターノードに接続中に、次のコンテンツ
をコピーして、スクリプトファイルに保存します。このスクリプトは、 JupyterHub マスターノード上の
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ユーザーごとに HDFS ホームディレクトリを作成します。このスクリプトでは、デフォルトの管理者ユー
ザー ID jovyan を使用することが前提となっています。

#!/bin/bash

CURL="curl --silent -k"
HOST=$(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-hostname)

admin_token() { 
    local user=jovyan
    local pwd=jupyter
    local token=$($CURL https://$HOST:9443/hub/api/authorizations/token \ 
        -d "{\"username\":\"$user\", \"password\":\"$pwd\"}" | jq ".token") 
    if [[ $token != null ]]; then 
        token=$(echo $token | sed 's/"//g') 
    else 
        echo "Unable to get Jupyter API Token." 
        exit 1 
    fi 
    echo $token
}

# Get Jupyter Admin token
token=$(admin_token)

# Get list of Jupyter users
users=$(curl -XGET -s -k https://$HOST:9443/hub/api/users \ 
 -H "Authorization: token $token" | jq '.[].name' | sed 's/"//g')

# Create HDFS home dir  
for user in ${users[@]};  
do 
 echo "Create hdfs home dir for $user" 
 hadoop fs -mkdir /user/$user 
 hadoop fs -chmod 777 /user/$user
done

追加のカーネルとライブラリをインストールする
Amazon EMR JupyterHub でクラスターを作成すると、Jupyter 用のデフォルトの Python 3 カーネルと 
Sparkmagic 用の Spark カーネルが Docker コンテナにインストールされます。 PySpark 追加のカーネル
をインストールできます。追加のライブラリやパッケージをインストールしてから、適切なシェルにイン
ポートすることもできます。

カーネルをインストールする
カーネルは Docker コンテナ内にインストールされます。これを簡単に行うには、インストールコ
マンドを使用して bash スクリプトを作成し、マスターノードに保存してから sudo docker exec 
jupyterhub script_name コマンドで jupyterhub コンテナ内にあるスクリプトを実行します。次の
例のスクリプトはカーネルをインストールし、マスターノードでカーネルのライブラリをいくつかインス
トールすることで、後から Jupyter を使用してライブラリをインポートできるようにします。

#!/bin/bash

# Install Python 2 kernel
conda create -n py27 python=2.7 anaconda
source /opt/conda/envs/py27/bin/activate
apt-get update
apt-get install -y gcc
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m pip install --upgrade ipykernel
/opt/conda/envs/py27/bin/python -m ipykernel install
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# Install libraries for Python 2
/opt/conda/envs/py27/bin/pip install paramiko nltk scipy numpy scikit-learn pandas

コンテナ内でカーネルとライブラリをインストールするにはマスターノードへの接続を開き、スクリプト
を /etc/jupyter/install_kernels.sh に保存してマスターノードのコマンドラインで次のコマンド
を実行します。

sudo docker exec jupyterhub bash /etc/jupyter/install_kernels.sh

ライブラリの使用と追加ライブラリのインストール
Python 3 の機械学習とデータサイエンスライブラリのコアセットは、Amazon EMR JupyterHub にあら
かじめインストールされています。sudo docker exec jupyterhub bash -c "conda list"  と
sudo docker exec jupyterhub bash -c "pip freeze" を使用できます。

Spark ジョブがワーカーノードでライブラリを必要とする場合は、ブートストラップアクションを使用し
てクラスターの作成時にライブラリをインストールし、スクリプトを実行することを推奨します。ブート
ストラップアクションは、クラスターの作成時にすべてのクラスターノードで実行され、インストールプ
ロセスが簡素化されます。クラスターを実行してから、コアまたはワーカーノードにライブラリをインス
トールするとオペレーションが複雑になります。このセクションの Python プログラムの例では、こうし
たライブラリのインストール方法を示しています。

このセクションの例のブートストラップアクションと Python プログラムは、Amazon S3 に保存している 
bash スクリプトを使用してすべてのノードにライブラリをインストールします。

次の例で参照されているスクリプトは、pip を使用して paramiko、nltk、scipy、scikit-learn、pandas 
(Python 3 カーネル用) をインストールします。

#!/bin/bash

sudo python3 -m pip install boto3 paramiko nltk scipy scikit-learn pandas

スクリプトを作成したら、Amazon S3 の場所にアップロードします (例: s3://mybucket/install-my-
jupyter-libraries.sh)。ブートストラップアクションまたは Python プログラムで使用できるように
するには、Amazon Simple Storage Service User Guide のオブジェクトのUploadingで詳細を確認してくだ
さい。

AWS CLI を使用してクラスターを作成する場合にすべてのノードでライブラリをインストールす
るためのブートストラップアクションを指定する

1. 前の例のようなスクリプトを作成し、Amazon S3 の場所に保存します。s3://mybucket/
install-my-jupyter-libraries.sh の例を使用します。

2. 次の例に示すように、Path--bootstrap-actionsオプションの引数を使用してスクリプトの場所
を指定してクラスターを作成します。 JupyterHub

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --name="MyJupyterHubCluster" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=JupyterHub --log-uri s3://MyBucket/MyJupyterClusterLogs \
--use-default-roles --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --ec2-attributes 
 KeyName=MyKeyPair \
--bootstrap-actions Path=s3://mybucket/install-my-jupyter-
libraries.sh,Name=InstallJupyterLibs
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コンソールを使用してクラスターを作成する場合にすべてのノードでライブラリをインストール
するためのブートストラップアクションを指定するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選
択します。

3. アプリケーションの必要に応じて [Software and Steps (ソフトウェアとステップ)] および [Hardware 
(ハードウェア)] の設定を指定します。

4. [General Cluster Settings ( (クラスターの全般設定))] 画面で、[Bootstrap Actions (ブートストラップア
クション)] を選択します。

5. [Add bootstrap action (ブートストラップアクションの追加)] で [Custom action (カスタムアクショ
ン)]、[Configure and add (設定と追加)] の順に選択します。

6. [Name] (名前) で、わかりやすい名前を入力します。[Script location] (スクリプトの場所) にスクリプ
トの Amazon S3 の場所を入力します (この例では、s3://mybucket/install-my-jupyter-libraries .sh を使
用)。[Optional arguments (オプションの引数)] は空白のままにして、[Add (追加)] を選択します。

7. クラスターのその他の設定を指定し、[Next (次へ)] を選択します。
8. セキュリティ設定を指定し、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

Example 実行中のクラスターのコアノードにライブラリをインストールする

Jupyter 内からマスターノードでライブラリのインストールを完了すると、実行中のコアノードでライブラ
リをさまざまな方法でインストールできます。次の例は、ローカルマシンで実行するように書き込まれた 
Python プログラムを示しています。Python プログラムをローカルで実行すると、AWS Systems Manager 
の AWS-RunShellScript を使用してサンプルスクリプトを実行します。これは、このセクションですで
に表示したクラスターのコアノードでライブラリをインストールするスクリプトです。

import argparse
import time
import boto3

def install_libraries_on_core_nodes( 
        cluster_id, script_path, emr_client, ssm_client): 
    """ 
    Copies and runs a shell script on the core nodes in the cluster. 

    :param cluster_id: The ID of the cluster. 
    :param script_path: The path to the script, typically an Amazon S3 object URL. 
    :param emr_client: The Boto3 Amazon EMR client. 
    :param ssm_client: The Boto3 AWS Systems Manager client. 
    """ 
    core_nodes = emr_client.list_instances( 
        ClusterId=cluster_id, InstanceGroupTypes=['CORE'])['Instances'] 
    core_instance_ids = [node['Ec2InstanceId'] for node in core_nodes] 
    print(f"Found core instances: {core_instance_ids}.") 

    commands = [ 
        # Copy the shell script from Amazon S3 to each node instance. 
        f"aws s3 cp {script_path} /home/hadoop", 
        # Run the shell script to install libraries on each node instance. 
        "bash /home/hadoop/install_libraries.sh"] 
    for command in commands: 
        print(f"Sending '{command}' to core instances...") 
        command_id = ssm_client.send_command( 
            InstanceIds=core_instance_ids, 
            DocumentName='AWS-RunShellScript', 
            Parameters={"commands": [command]}, 
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            TimeoutSeconds=3600)['Command']['CommandId'] 
        while True: 
            # Verify the previous step succeeded before running the next step. 
            cmd_result = ssm_client.list_commands( 
                CommandId=command_id)['Commands'][0] 
            if cmd_result['StatusDetails'] == 'Success': 
                print(f"Command succeeded.") 
                break 
            elif cmd_result['StatusDetails'] in ['Pending', 'InProgress']: 
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, waiting...") 
                time.sleep(10) 
            else: 
                print(f"Command status is {cmd_result['StatusDetails']}, quitting.") 
                raise RuntimeError( 
                    f"Command {command} failed to run. " 
                    f"Details: {cmd_result['StatusDetails']}")

def main(): 
    parser = argparse.ArgumentParser() 
    parser.add_argument('cluster_id', help="The ID of the cluster.") 
    parser.add_argument('script_path', help="The path to the script in Amazon S3.") 
    args = parser.parse_args() 

    emr_client = boto3.client('emr') 
    ssm_client = boto3.client('ssm') 

    install_libraries_on_core_nodes( 
        args.cluster_id, args.script_path, emr_client, ssm_client)

if __name__ == '__main__': 
    main()

JupyterHub リリース履歴
次の表は、Amazon EMR JupyterHub の各リリースに含まれているのバージョンと、アプリケーション
と共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

JupyterHub バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-6.10.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, jupyterhub

emr 6.9.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, jupyterhub

emr 6.8.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, jupyterhub

emr 6.7.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, jupyterhub

emr-5.36.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-6.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, jupyterhub

emr-5.35.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr 6.5.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-6.4.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-6.3.1 1.2.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-6.3.0 1.2.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-6.2.1 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-6.2.0 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-6.1.1 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-6.1.0 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-6.0.1 1.0.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-6.0.0 1.0.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

EMR 5.34.0 1.4.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.33.1 1.2.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.33.0 1.2.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.32.1 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.32.0 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.31.1 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.31.0 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.30.2 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.30.1 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.30.0 1.1.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.29.0 1.0.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.28.1 1.0.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.28.0 1.0.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.27.1 1.0.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.27.0 1.0.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.26.0 0.9.6 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.25.0 0.9.6 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.24.1 0.9.6 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.24.0 0.9.6 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.23.1 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.23.0 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.22.0 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.21.2 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.21.1 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.21.0 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.20.1 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.20.0 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.19.1 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.19.0 0.9.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.18.1 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.18.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.17.2 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

2102



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
JupyterHub リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.17.1 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.17.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.16.1 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.16.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.15.1 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.15.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.14.2 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub

emr-5.14.1 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Amazon EMR リリースラベル JupyterHub バージョン でインストールされるコンポー
ネント JupyterHub

emr-5.14.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, jupyterhub
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Apache Livy
Livy は、Spark を実行する EMR クラスターを、REST インターフェイスによって操作できます。REST イ
ンターフェイスまたは RPC クライアントライブラリを使って、Spark ジョブや Spark コードのスニペッ
トを送信したり、同期的または非同期的に結果を取得したり、Spark コンテキストを管理したりするこ
とができます。詳細については、「Apache Livy ウェブサイト」を参照してください。Livy は、Amazon 
EMR リリースバージョン 5.9.0 以降に含まれています。

Livy ウェブインターフェイスにアクセスするには、マスターノードへの SSH トンネルとプロキシ接続を
設定します。詳細については、「EMR クラスターでホストされているウェブサイトの表示」を参照してく
ださい。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Livy のバージョンと、Amazon EMR 
で Livy と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Livy と共にインストールされるコンポーネントのインストールされるコンポーネントのイ
ンストールされるコンポーネントのバージョン」 (p. 2) を参照してください。

emx の Livy の Livy の Livy の Livy の Liv

Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Livy 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, nginx

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Livy のバージョンと、Amazon EMR 
で Livy と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Livy と共にインストールされるコンポーネントのインストールされるコンポーネントの
バージョン」 (p. 270) を参照してください。

emx の Livy の Livy の Livy の Livy の Livy の

Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.36.0 Livy 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
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Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, nginx

トピック
• Apache Livy で HTTPS を有効にする (p. 2107)
• Livy リリース履歴 (p. 2108)

Apache Livy で HTTPS を有効にする
1. 転送暗号化を有効にして Amazon EMR クラスターをプロビジョニングします。暗号化されるデータ

を暗号化できる「保管中および転送中のデータを暗号化する
2. livy_ssh.sh というファイルを次の内容で作成します。

#!/bin/bash

KEYSTORE_FILE=`awk '/ssl.server.keystore.location/{getline; print}' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEYSTORE_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.password/{getline; print}' /etc/hadoop/conf/
ssl-server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`
KEY_PASS=`awk '/ssl.server.keystore.keypassword/{getline; print}' /etc/hadoop/conf/ssl-
server.xml | sed -e 's/<[^>]*>//g' | tr -d ' \t\n\r\f'`

echo "livy.keystore $KEYSTORE_FILE
livy.keystore.password $KEYSTORE_PASS
livy.key-password $KEY_PASS" | sudo tee -a /etc/livy/conf/livy.conf >/dev/null

sudo systemctl restart livy-server.service

3. 次のスクリプトを Amazon EMR ステップとして実行します。このスクリプトは SSL/etc/livy/
conf/livy.conf を有効にするように変更されます。

--steps '[{"Args":["s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
livy_ssl.sh"],"Type":"CUSTOM_JAR","ActionOnFailure":"CONTINUE","Jar":"s3://
us-east-1.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar","Properties":"","Name":"Custom JAR"}]'

4. Apacy のサービスを再起動します。これにより変更が有効になります。Apache Livy を再起動するに
は、「プロセスの停止と再起動」を参照してください。

5. クライアントが HTTPS を使用して通信できるようになったことをテストします。たとえば、ジョブ
を送信するには、次のコードを実行します。

curl -k -X POST --data '{"file": "local:///usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar",  
"className": "org.apache.spark.examples.SparkPi"}' \
-H "Content-Type: application/json" \
https://EMR_Master_Node_Host:8998/batches

HTTPS を正常に有効にすると、Livy はコマンドが受け入れられ、バッチジョブが送信されたことを示
す応答を送信します。

{"id":1,"name":null,"owner":null,"proxyUser":null,"state":"starting","appId":null,"appInfo":
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{"driverLogUrl":null,"sparkUiUrl":null},"log":["stdout: ","\nstderr: ","\nYARN 
 Diagnostics: "]}

Livy リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Livy のバージョンと、アプリケーションと共
にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンにつ
いては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Livy バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, nginx

emr 6.9.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, nginx

emr 6.8.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, nginx

emr 6.7.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
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Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, nginx

emr-5.36.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, nginx

emr-6.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, hudi-spark, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave, livy-server, nginx

emr-5.35.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx
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Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント

emr 6.5.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-6.4.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-6.3.1 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-6.3.0 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx
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Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.2.1 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-6.2.0 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-6.1.1 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-6.1.0 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx
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Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.0.1 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-6.0.0 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

EMR-5.34.0 0.7.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.33.1 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx
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Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.33.0 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.32.1 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.32.0 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.31.1 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

2113



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Livy リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.31.0 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.30.2 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.30.1 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.30.0 0.7.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-notebook-env, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
livy-server, nginx
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Amazon EMR リリースラベル Livy バージョン Livy でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.29.0 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.28.1 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.28.0 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.27.1 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx
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emr-5.27.0 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.26.0 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.25.0 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.24.1 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx
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emr-5.24.0 0.6.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.23.1 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.23.0 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.22.0 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx
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emr-5.21.2 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.21.1 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.21.0 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.20.1 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx
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emr-5.20.0 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.19.1 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.19.0 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.18.1 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx
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emr-5.18.0 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server, nginx

emr-5.17.2 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.17.1 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.17.0 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server
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emr-5.16.1 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.16.0 0.5.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.15.1 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.15.0 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server
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emr-5.14.2 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.14.1 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.14.0 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.13.1 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server
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emr-5.13.0 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.12.3 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.12.2 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.12.1 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server
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emr-5.12.0 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.11.4 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.11.3 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.11.2 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server
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emr-5.11.1 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.11.0 0.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.10.1 0.4.0 emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.10.0 0.4.0 emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server
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emr-5.9.1 0.4.0 emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server

emr-5.9.0 0.4.0 emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
hadoop-client, hadoop-hdfs-
datanode, hadoop-hdfs-library, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave, livy-
server
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Apache MXNet
Apache MXNet は、ニューラルネットワークやその他のディープラーニングアプリケーションを構築する
ために設計されたアクセラレーションライブラリです。MXNet は、一般的なワークフローを自動化し、数
値計算を最適化します。MXNet により、線形代数オペレーションなどの低レベルの計算を実装することな
く、ニューラルネットワークを設計することができます。MXNet は、Amazon EMR リリースバージョン 
5.10.0 以降に含まれています。

詳細については、「Apache MXNet ウェブサイト」を参照してください。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている MXNet のバージョンと、Amazon 
EMR で MXNet と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリース6.4.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)

emr-6.の MXNet バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 MXNet 1.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている MXNet のバージョンと、Amazon 
EMR で MXNet と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリース5.33.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)

emr-5.33.0 の MXNet バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.36.0 MXNet 1.8.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている MXNet のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

MXNet バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 1.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr 6.9.0 1.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr 6.8.0 1.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.7.0 1.8.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.36.0 1.8.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.0 1.8.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.35.0 1.8.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.5.0 1.8.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.4.0 1.8.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.3.1 1.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.3.0 1.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.2.1 1.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.2.0 1.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.1.1 1.6.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.1.0 1.6.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.0.1 1.5.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-6.0.0 1.5.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

EMR-5.34.0 1.8.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.33.1 1.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.33.0 1.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.32.1 1.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.32.0 1.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.31.1 1.6.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.31.0 1.6.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.30.2 1.5.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

2132



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
MXNet リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.30.1 1.5.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.30.0 1.5.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.29.0 1.5.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.28.1 1.5.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.28.0 1.5.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.27.1 1.4.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.27.0 1.4.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.26.0 1.4.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.25.0 1.4.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.24.1 1.4.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.24.0 1.4.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.23.1 1.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.23.0 1.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.22.0 1.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.21.2 1.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.21.1 1.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.21.0 1.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.20.1 1.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.20.0 1.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.19.1 1.3.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.19.0 1.3.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.18.1 1.2.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.18.0 1.2.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.17.2 1.2.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.17.1 1.2.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.17.0 1.2.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.16.1 1.2.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.16.0 1.2.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.15.1 1.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.15.0 1.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.14.2 1.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.14.1 1.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.14.0 1.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet, opencv

emr-5.13.1 1.0.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet

emr-5.13.0 1.0.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.12.3 1.0.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet

emr-5.12.2 1.0.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet

emr-5.12.1 1.0.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet

emr-5.12.0 1.0.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet

emr-5.11.4 0.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.11.3 0.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet

emr-5.11.2 0.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet

emr-5.11.1 0.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet

emr-5.11.0 0.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet

emr-5.10.1 0.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet
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Amazon EMR リリースラベル MXNet バージョン MXNet でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.10.0 0.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
mxnet
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Apache Oozie
Apache Oozie Workflow Scheduler を使用して、Hadoop ジョブを管理し、調整します。詳細については
http://oozie.apache.org/ をご覧ください。

Oozie ネイティブウェブインターフェイスは Amazon EMR でサポートされていません。Oozie のフロン
トエンドインターフェイスを使用するには、Hue Oozie アプリケーションを試します。詳細については、
「Hue (p. 2025)」を参照してください。Oozie は、Amazon EMR リリースバージョン 5.0.0 以降に含まれ
ています。Oozie は以前のリリースにサンドボックスアプリケーションとして含まれています。詳細につ
いては、「Amazon EMR 4.x リリースバージョン (p. 1154)」を参照してください。

作成日が 2018-08-11 の Amazon Linux AMI に基づくカスタム Amazon Linux AMI を使用すると、Oozie 
サーバーの起動に失敗します。Oozie を使用する場合は、作成日が異なる Amazon Linux AMI ID に基づい
てカスタム AMI を作成します。次の AWS CLI コマンドを使用して、2018.03 バージョンのすべての HVM 
Amazon Linux AMI のイメージ ID とリリース日のリストを返し、ベースとして適切な Amazon Linux AMI 
を選択できます。us-west-2 MyRegion などのリージョン識別子に置き換。

aws ec2 --region MyRegion describe-images --owner amazon --query 'Images[?Name!=`null`]|[?
starts_with(Name, `amzn-ami-hvm-2018.03`) == `true`].[CreationDate,ImageId,Name]' --output 
 text | sort -rk1

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Oozie のバージョンと、Amazon 
EMR で Oozie と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Oozie と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「コンポーネ
ントバージョン 6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)を参照してください。

emozie バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Oozie 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-
worker

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Oozie のバージョンと、Amazon 
EMR で Oozie と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Oozie と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「コンポーネ
ントバージョン 5.36.36.3コンポーネントバージョン (p. 270)を参照してください。
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emozie バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.36.0 Oozie 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

トピック
• Amazon RDS でリモートデータベースと Oozie を使用する (p. 2144)
• Oozie リリース履歴 (p. 2145)

Amazon RDS でリモートデータベースと Oozie を
使用する

デフォルトでは、Oozie のユーザー情報とクエリ履歴は、マスターノード上のローカルの MySQL デー
タベースに保存されます。または、Amazon S3 に保存されている設定と、Amazon Relational Database 
Service(Amazon RDS) の MySQL データベースを使用して、Oozie が有効な 1 つ以上のクラスターを作成
することができます。このようにすることで、Amazon EMR クラスターを実行し続けなくても、Oozie に
よって作成されたユーザー情報とクエリ履歴を永続化できます。設定ファイルは、Amazon S3 サーバーサ
イド暗号化機能を使って保存することをお勧めします。

最初に、Oozie のリモートデータベースを作成します。

外部の MySQL データベースを作成するには

1. Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. [DB インスタンスの起動] を選択します。
3. [MySQL]、[Select (選択)] の順に選択します。
4. [Multi-AZ Deployment and Provisioned IOPS Storage (マルチ AZ 配置とプロビジョンド IOPS スト

レージ)] はデフォルトのままにし、[Next (次へ)] を選択します。
5. [インスタンスの仕様] はデフォルトのままにし、[Settings (設定)] を指定して、[Next (次へ)] を選択し

ます。
6. [Configure Advanced Settings] ([詳細設定] の設定) ページで、適切なセキュリティグループとデータ

ベース名を選択します。使用するセキュリティグループは、少なくともクラスターのマスターノード
からのポート 3306 に対するインバウンド TCP アクセスを許可する必要があります。この時点でまだ
クラスターを作成していない場合、ポート 3306 への接続をすべてのホストに許可し、クラスターを
起動した後にセキュリティグループを調整することができます。[DB インスタンスの起動] を選択しま
す。

7. RDS ダッシュボードで、[Instances (インスタンス)] を選択し、先ほど作成したインスタンスを選
択します。データベースが使用できる時、dbname、username、password、および RDS instance 
hostname をメモします。クラスターの作成および設定時に、この情報を使用します。
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AWS CLI を使用してクラスターを起動するときに Oozie の外部 MySQL データベースを指定する
には

AWS CLI を使用してクラスターを起動するときに Oozie の外部 MySQL データベースを指定するに
は、RDS インスタンスを作成する際にメモしておいた情報を、設定オブジェクトの oozie-site の設定
に使用します。

Note

外部にある同一のデータベースを使用するが、各クラスターはクエリ履歴とユーザー情報を共有
する複数のクラスターを作成できます。

• AWS CLI で、作成した外部データベースを使用し、Oozie の設定ファイルと設定分類 (データベース
のプロパティを指定) を参照して、Oozie がインストールされたクラスターを作成します。次の例で
は、Amazon S3 の設定ファイルとデータベース設定を指定する myConfig.json を参照して、Oozie 
がインストールされた状態でクラスターを作成します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --applications Name=Oozie Name=Spark 
 Name=Hive \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/mybucket/myfolder/myConfig.json --use-
default-roles

myConfig.json ファイルのコンテンツの例を以下に示します。JDBC URL、username、password
は、RDS インスタンスの JDBC URL、ユーザー名、パスワードに置き換えます。

Important

JDBC URL には、データベース名をサフィックスとして含める必要があります。例え
ば、jdbc:oozie-external-db 5.3306xxxxxxxxxx.us-est1.rds.amazonaws.com のデータベースを
参照してください。

[{ 
  "Classification": "oozie-site", 
    "Properties": { 
        "oozie.service.JPAService.jdbc.driver": "org.mariadb.jdbc.Driver", 
        "oozie.service.JPAService.jdbc.url": "JDBC URL",                                
        "oozie.service.JPAService.jdbc.username": "username", 
        "oozie.service.JPAService.jdbc.password": "password" 
    }, 
    "Configurations": []
}]

Oozie リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Oozie のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。
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Oozie バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn, tez-on-
worker

emr 6.9.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr 6.8.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.7.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.36.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
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Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.35.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.5.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.4.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.3.1 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.3.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.2.1 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.2.0 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-6.1.1 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.1.0 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.0.1 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-6.0.0 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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EMR-5.34.0 5.2.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.33.1 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.33.0 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.32.1 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.32.0 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.31.1 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.31.0 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.30.2 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.30.1 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.30.0 5.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.29.0 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.28.1 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.28.0 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.27.1 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.27.0 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.26.0 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.25.0 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.24.1 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.24.0 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.23.1 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.23.0 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.22.0 5.1.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.21.2 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.21.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.21.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.20.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.20.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.19.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.19.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.18.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.18.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.17.2 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.17.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.17.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.16.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.16.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.15.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.15.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.14.2 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.14.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.14.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.13.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.13.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.12.3 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.12.2 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.12.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.12.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.11.4 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.11.3 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.11.2 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.11.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.11.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.10.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.10.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.9.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.9.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.8.3 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.8.2 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.8.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.8.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.7.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.7.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.6.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.6.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Oozie バージョン Oozie でインストールされるコン
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emr-5.5.4 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.5.3 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.5.2 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.5.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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ポーネント

emr-5.5.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.4.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.4.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.3.2 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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ポーネント

emr-5.3.1 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.3.0 4.3.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.2.3 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.2.2 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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ポーネント

emr-5.2.1 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.2.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.1.1 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.1.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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emr-5.0.3 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn

emr-5.0.0 4.2.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, oozie-client, 
oozie-server, tez-on-yarn
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Apache Phoenix
Apache Phoenix は、OLTP と業務分析に使用され、Apache HBase バッキングストアと連携して標準 
SQL クエリおよびJDBC APIが使用できるようになります。詳細については、「15 分以内で理解できる 
Phoenix」を参照してください。Phoenix は、Amazon EMR リリースバージョン 4.7.0 以降に含まれてい
ます。

古いバージョンの Amazon EMR から Amazon EMR リリースバージョン 5.4.0 以降にアップグレードし
て、セカンダリインデックスを使用する場合、Apache Phoenix のドキュメントで説明されるようにローカ
ルインデックスをアップグレードしてください。Amazon EMR は必要な設定を hbase-site 分類から削
除しますが、インデックスはデータを再入力する必要があります。インデックスはオンラインとオフライ
ンでアップグレードできます。オンラインのアップグレードがデフォルトです。これはバージョン4.8.0以
降のPhoenixクライアントで初期する間にインデックスの値が再設定されることを意味します。オフライ
ンアップグレードを指定するには、 phoenix.client.localIndexUpgrade 構成を phoenix-site 分
類で　False　に設定してから、SSH　をマスターノードに設定して psql [zookeeper] -1を実行しま
す。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Phoenix のバージョンと、Amazon 
EMR で Phoenix と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Phoenix と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6. (p. 2)

emr-r-r-r-r-6.

Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 Phoenix 5.1.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, hbase-
operator-tools, phoenix-library, 
phoenix-connectors, phoenix-
query-server, zookeeper-client, 
zookeeper-server

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Phoenix のバージョンと、Amazon 
EMR で Phoenix と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Phoenix と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては (p. 270)、「

emr-

Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.36.0 Phoenix 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

トピック
• Phoenix を使用したクラスターの作成 (p. 2172)
• Phoenix クライアント (p. 2173)
• Phoenix リリース履歴 (p. 2176)

Phoenix を使用したクラスターの作成
コンソールまたは AWS CLI でクラスターを作成するときにアプリケーションを選択することによ
り、Phoenix をインストールします。次の手順と例では、Phoenix と HBase を備えたクラスターを作成
する方法を示します。詳細オプションなど、コンソールを使用したクラスター作成の詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスターの計画と構成」を参照してください。

コンソールでクラスターを作成するために [Quick Options (クイックオプション)] を使用し
て、Phoenix がインストールされたクラスターを起動するには

1. https://console.aws.amazon.com/emr で Amazon EMR コンソールを開きます。
2. [Create cluster (クラスターの作成)] を選択して [Quick Create (クイック作成)] を使用します。
3. [Software Configuration (ソフトウェア設定)] で、アプリケーションに適切な最近のリリースを選択し

ます。[Amazon Release Version emr-4.7.0 (Amazon リリースバージョン emr-4.7.0)] 以降を選択した
場合にのみ、Phoenix がオプションとして表示されます。

4. アプリケーションについては#2 ########### HBase #######HBase # Ganglia ####
##Hadoop ######Hive ######Hue ######Phoenix ZooKeeper #############

5. 必要に応じて他のオプションを選択し、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

次の例では、デフォルトの構成設定を使用して Phoenix がインストールされたクラスターを起動します。

AWS CLI を使用して Phoenix および HBase とともにクラスターを起動するには

• 次のコマンドを使用してクラスターを作成します。
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aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles

Phoenix 設定のカスタマイズ
クラスターを作成するとき、 hbase-site.xml 構成分類を使用して hbase-site 内で値を設定すること
によって Phoenix を構成します。

詳細については、Phoenix ドキュメントの「Configuration and Tuning」を参照してください。

次の例では、Amazon S3 に保存されている JSON ファイルを使用し
て、phoenix.schema.dropMetaData プロパティに false の値を指定しています。1つの分類に対して
複数のプロパティを指定できます。詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してく
ださい。create-cluster コマンドはその後、JSONファイルを --configurations パラメータとして
参照します。

/mybucket/myfolder/myconfig.jsonに保存されるJSONファイルのコンテンツは次のとおりです。

[ 
    { 
      "Classification": "hbase-site", 
      "Properties": { 
        "phoenix.schema.dropMetaData": "false" 
      } 
    } 
  ]

JSONファイルを参照する create cluster コマンドは、次の例に示されています。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --applications Name=Phoenix \
Name=HBase --instance-type m5.xlarge --instance-count 2 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/mybucket/myfolder/myconfig.json

Note

Phoenix の設定分類の再設定リクエストは、Amazon EMR バージョン 5.23.0 以降でのみサポート
されており、Amazon EMR バージョン 5.21.0 または 5.22.0 ではサポートされていません。詳細
については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照してく
ださい。

Phoenix クライアント
Phoenix には、完全な依存関係によって構築された JDBC クライアント、または Phoenix クエリサーバー
を使用しクラスターのマスターノードでのみ実行される「シンクライアント」を使用して接続します (例: 
SQL クライアント、ステップ、コマンドライン、SSH ポート転送などを使用)。「ファット」 JDBC クラ
イアントを使用している場合は、HBase サービスに直接接続するため、クラスターのすべてのノードに
アクセスできる必要があります。「シン」Phoenix クライアントでは、Phoenix クエリサーバーにデフォ
ルトポート 8765 でアクセスできる必要のみがあります。Phoenix には、これらのクライアントを使用す
るスクリプトがいくつかあります。
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Phoenix を使用したクエリでの Amazon EMR ステップの使用

次の手順は、HBase からスナップショット復元し、そのデータを使用して Phoenix クエリを実行します。
必要に応じてこの例を拡張するか、Phoenix クライアントを利用する新しいスクリプトを作成できます。

1. 次のコマンドを使用して、Phoenix がインストールされた状態でクラスターを作成します。

aws emr create-cluster --name "Cluster with Phoenix" --log-uri s3://myBucket/
myLogFolder --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Phoenix Name=HBase --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles

2. 次のファイルを作成して、Amazon S3 にアップロードします。

copySnapshot.sh

sudo su hbase -s /bin/sh -c 'hbase snapshot export \ 
 -D hbase.rootdir=s3://us-east-1.elasticmapreduce.samples/hbase-demo-customer-data/
snapshot/ \
-snapshot customer_snapshot1 \
-copy-to hdfs://masterDNSName:8020/user/hbase \
-mappers 2 -chuser hbase -chmod 700'

runQuery.sh

aws s3 cp s3://myBucket/phoenixQuery.sql /home/hadoop/
/usr/lib/phoenix/bin/sqlline-thin.py http://localhost:8765 /home/hadoop/
phoenixQuery.sql

phoenixQuery.sql

Note

Amazon EMR versions 5.26.0 以降を使用する場合は、以下の例に
COLUMN_ENCODED_BYTES=0 を含めるだけです。

CREATE VIEW "customer" (
pk VARCHAR PRIMARY KEY,  
"address"."state" VARCHAR,
"address"."street" VARCHAR,
"address"."city" VARCHAR,
"address"."zip" VARCHAR,
"cc"."number" VARCHAR,
"cc"."expire" VARCHAR,
"cc"."type" VARCHAR,
"contact"."phone" VARCHAR)
COLUMN_ENCODED_BYTES=0;

CREATE INDEX my_index ON "customer" ("customer"."state") INCLUDE("PK", 
 "customer"."city", "customer"."expire", "customer"."type");

SELECT "customer"."type" AS credit_card_type, count(*) AS num_customers FROM "customer" 
 WHERE "customer"."state" = 'CA' GROUP BY "customer"."type";

AWS CLI を使用してファイルを S3 バケットに送信します。

aws s3 cp copySnapshot.sh s3://myBucket/
aws s3 cp runQuery.sh s3://myBucket/
aws s3 cp phoenixQuery.sql s3://myBucket/
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3. ステップ 1 で作成したクラスターに送信された以下の手順を使用してテーブルを作成します。

createTable.json

[ 
  { 
    "Name": "Create HBase Table", 
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'create \"customer\",\"address\",\"cc\",\"contact\"' 
 | hbase shell"], 
    "Jar": "command-runner.jar", 
    "ActionOnFailure": "CONTINUE", 
    "Type": "CUSTOM_JAR" 
  }
]

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./createTable.json

4. script-runner.jar を使用して、先に S3 バケットにアップロードした copySnapshot.sh スク
リプトを実行します。

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="HBase Copy Snapshot",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://myBucket/copySnapshot.sh"]

これにより、スナップショットデータをクラスター HDFS MapReduce にコピーするジョブが実行さ
れます。

5. 次のステップを使用して、クラスターにコピーしたスナップショットを復元します。

restoreSnapshot.json

[ 
  { 
    "Name": "restore", 
    "Args": ["bash", "-c", "echo $'disable \"customer\"; restore_snapshot 
 \"customer_snapshot1\"; enable \"customer\"' | hbase shell"], 
    "Jar": "command-runner.jar", 
    "ActionOnFailure": "CONTINUE", 
    "Type": "CUSTOM_JAR" 
  }
]

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps file://./restoreSnapshot.json

6. script-runner.jar を使用して、先に S3 バケットにアップロードした runQuery.sh スクリプト
を実行します。

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Phoenix Run Query",ActionOnFailure=CONTINUE,\
Jar=s3://region.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar,Args=["s3://myBucket/runQuery.sh"]

クエリが実行され、ステップの stdout に結果が返ります。このステップが完了するには数分間かか
る場合があります。
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7. ステップ 1 でクラスターを作成したときに使用したログ URI でステップの stdout の結果を確認しま
す。結果は次のようになります。

+------------------------------------------+-----------------------------------+
|             CREDIT_CARD_TYPE             |              NUM_CUSTOMERS        |
+------------------------------------------+-----------------------------------+
| american_express                         | 5728                              |
| dankort                                  | 5782                              |
| diners_club                              | 5795                              |
| discover                                 | 5715                              |
| forbrugsforeningen                       | 5691                              |
| jcb                                      | 5762                              |
| laser                                    | 5769                              |
| maestro                                  | 5816                              |
| mastercard                               | 5697                              |
| solo                                     | 5586                              |
| switch                                   | 5781                              |
| visa                                     | 5659                              |
+------------------------------------------+-----------------------------------+

Phoenix リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Phoenix のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Phoenix バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 5. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, hbase-
operator-tools, phoenix-library, 
phoenix-connectors, phoenix-
query-server, zookeeper-client, 
zookeeper-server

emr 6.9.0 5. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, hbase-
operator-tools, phoenix-library, 
phoenix-connectors, phoenix-
query-server, zookeeper-client, 
zookeeper-server

emr 6.8.0 5. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, hbase-
operator-tools, phoenix-library, 
phoenix-connectors, phoenix-
query-server, zookeeper-client, 
zookeeper-server

emr-6.7.0 5. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, hbase-
operator-tools, phoenix-library, 
phoenix-connectors, phoenix-
query-server, zookeeper-client, 
zookeeper-server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.36.0 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.0 5. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, hbase-
operator-tools, phoenix-library, 
phoenix-connectors, phoenix-
query-server, zookeeper-client, 
zookeeper-server

emr-5.35.0 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

2178



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Phoenix リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.5.0 5. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.4.0 5. emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.3.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.3.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.2.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.2.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-6.1.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.1.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.0.1 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-6.0.0 5.0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

EMR-5.34.0 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.33.1 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.33.0 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.32.1 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.32.0 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.31.1 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.31.0 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.30.2 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.30.1 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.30.0 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.29.0 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.28.1 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.28.0 4.14.3 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.27.1 4.14.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.27.0 4.14.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.26.0 4.14.2 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.25.0 4.14.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.24.1 4.14.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.24.0 4.14.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.23.1 4.14.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.23.0 4.14.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.22.0 4.14.1 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.21.2 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.21.1 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.21.0 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.20.1 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.20.0 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.19.1 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.19.0 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.18.1 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.18.0 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.17.2 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.17.1 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.17.0 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.16.1 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.16.0 4.14.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.15.1 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.15.0 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.14.2 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.14.1 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.14.0 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.13.1 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.13.0 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.12.3 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.12.2 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.12.1 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.12.0 4.13.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.11.4 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.11.3 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.11.2 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

2198



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Phoenix リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.11.1 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.11.0 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.10.1 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.10.0 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.9.1 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.9.0 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.8.3 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.8.2 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.8.1 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.8.0 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.7.1 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.7.0 4.11.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.6.1 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.6.0 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.5.4 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-5.5.3 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.5.2 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.5.1 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.5.0 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.4.1 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.4.0 4.9.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.3.2 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.3.1 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.3.0 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.2.3 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.2.2 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.2.1 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.2.0 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.1.1 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.1.0 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.0.3 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.0.0 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.9.6 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.9.5 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.9.4 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.9.3 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.9.2 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.9.1 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.8.5 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.8.4 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.8.3 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.8.2 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル Phoenix バージョン Phoenix でインストールされるコ
ンポーネント

emr-4.8.0 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.7.4 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.7.2 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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emr-4.7.1 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-4.7.0 4.7.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-
cp, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-mapred, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hbase-hmaster, hbase-client, 
hbase-region-server, phoenix-
library, phoenix-query-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Apache Pig
Apache Pig はオープンソースの Apache ライブラリで、Hadoop 上で稼動し、大規模なデータセットを複
雑なコードを記述することなく Java などの低レベルコンピュータ言語で変換するのに使用できるスクリ
プト言語を提供します。このライブラリは、Pig Latin と呼ばれる言語で記述された SQL に似たコマンド
を受け取り、それらのコマンドを有向非循環グラフ (DAG) MapReduce またはプログラムに基づいて Tez 
ジョブに変換します。Pig は多様な形式の構造化データと非構造化データで機能します。Pig の詳細につい
ては、http://pig.apache.org/ を参照してください。

Pig コマンドは、インタラクティブに実行するか、バッチモードで実行できます。Pig をインタラクティ
ブに使用するには、マスターノードへの SSH 接続を作成し、Grunt シェルを使用してコマンドを送信しま
す。Pig をバッチモードで使用するには、Pig スクリプトを記述し、Amazon S3 にアップロードして、ク
ラスターステップとして送信します。クラスターへの作業の送信の詳細については、「Amazon EMR 管理
ガイド」の「クラスターへの作業の送信」を参照してください。

Pig を使用して Amazon S3 の HCatalog テーブルに出力を書き込む場合
は、mapred.output.direct.NativeS3FileSystem プロパティと
mapred.output.direct.EmrFileSystem プロパティを false に設定して、Amazon EMR の直接書
き込み機能を無効にしてください。詳細については、「HCatalog の使用 (p. 1885)」を参照してくださ
い。Pig スクリプト内で、SET mapred.output.direct.NativeS3FileSystem false および SET 
mapred.output.direct.EmrFileSystem false コマンドを使用できます。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Pig のバージョンと、Amazon EMR 
で Pig と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Pig と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 6.0 
のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.0 の Pig バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Pig 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn, tez-on-worker

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Pig のバージョンと、Amazon EMR 
で Pig と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Pig と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 5.0 
のコンポーネントバージョン (p. 270)」を参照してください。
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emr-5.0 の Pig バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.36.0 Pig 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

トピック
• Pig の作業の送信 (p. 2216)
• Pig からユーザー定義関数を呼び出す (p. 2218)
• Pig リリース履歴 (p. 2219)

Pig の作業の送信
このセクションでは、Pig の作業を Amazon EMR クラスターに送信する方法を示します。次の例で
は、Apache ログファイルを評価し、転送された合計バイト数、上位 50 の IP アドレスリスト、上位 
50 の外部参照者リスト、Bing や Google を使用した検索語トップ 50 などの情報が含まれるレポー
トを生成します。Pig スクリプトは、Amazon S3 バケット s3://elasticmapreduce/samples/
pig-apache/do-reports2.pig に配置されています。入力データは Amazon S3 バケット s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/input に配置されています。出力は、Amazon S3 バケッ
トに保存されます。

Amazon EMR コンソールを使用した Pig の作業の送
信
この例では、Amazon EMR コンソールを使用し、Pig のステップをクラスターに追加する方法について説
明します。

Pig のステップを送信するには

1. Amazon EMR コンソールで https://console.aws.amazon.com/emr を開きます。
2. [Create cluster] (クラスターの作成) を選択し、Pig がインストールされたクラスターを作成します。

クラスターの作成手順については、「Amazon EMR クラスターを計画して構成する」を参照してくだ
さい。

3. ターミナルを開き、「SSH を使用してマスターノードに接続する」で説明されている手順に従ってク
ラスターのマスターノードに SSH 接続します。完了したら、次の手順を実行してください。

sudo mkdir -p /home/hadoop/lib/pig/
sudo aws s3 cp s3://elasticmapreduce/libs/pig/0.3/piggybank-0.3-amzn.jar /home/hadoop/
lib/pig/piggybank.jar           
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4. コンソールで [Cluster List] (クラスターリスト) をクリックし、作成したクラスターの名前を選択しま
す。

5. [Steps (ステップ)] セクションまでスクロールして展開し、[Add step (ステップの追加)] を選択しま
す。

6. [Add Step (ステップの追加)] ダイアログで:

• [Step type (ステップタイプ)] で、[Pig program (Pig プログラム)] を選択します。
• [Name (名前)] では、デフォルト名（Pig program）を使用するか、または新しい名前を入力しま

す。
• [Script S3 location (スクリプト S3 の場所)] で、Pig スクリプトの場所を入力します。例: s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig。

• [Input S3 location (S3 の場所の入力)] で、入力データの場所を入力します。例: s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/input。

• [Output S3 location] (S3 の場所の出力) で、Amazon S3 出力バケットの名前を入力するか、参照し
ます。

• [Arguments (引数)] は、フィールドを空のままにします。
• [Action on failure (失敗時の操作)] では、デフォルトのオプション ([Continue (続行)]) を使用しま

す。
7. [Add] (追加) を選択します。ステップは、[Pending] というステータスでコンソールに表示されます。
8. ステップが実行されると、ステータスは [Pending (保留中)] から [Running (実行中)]、[Running (実行

中)] から [完了済み] に変更されます。スタータスを更新するには、[Actions] (アクション) 列の上にあ
る [Refresh] (更新) アイコンを選択します。ステップが完了したら、Amazon S3 バケットをチェック
して Pig ステップの出力ファイルがあることを確認します。

AWS CLI を使用した Pig の作業の送信
AWS CLI を使用して Pig のステップを送信するには

AWS CLI を使用してクラスターを起動する場合は、--applications パラメータを使用して Pig をイン
ストールします。Pig のステップを送信するには、--steps パラメータを使用します。

1. Pig がインストールされたクラスターを起動するには、次のコマンドを入力します。myKey と DOC-
EXAMPLE-BUCKET/ は、EC2 キーペアと Amazon S3 バケットの名前に置き換えます。

aws emr create-cluster \
--name "Test cluster" \
--log-uri s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/ \
--release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Pig \
--use-default-roles \
--ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 3

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

--instance-groups パラメータを使用せずにインスタンス数を指定すると、1 つのマスターノード
が起動され、残りのインスタンスはコアノードとして起動されます。すべてのノードで、コマンドで
指定したインスタンスタイプが使用されます。
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Note

以前にデフォルトの EMR サービスロールと EC2 インスタンスプロファイルを作成して
いない場合は、「aws emr create-default-roles」と入力してそれらを作成してか
ら、create-cluster サブコマンドを入力します。

2. Pig ステップを送信するには、次のコマンドを入力します。DOC-EXAMPLE-BUCKET は、クラスター 
ID と Amazon S3 myClusterIdバケットの名前に置き換えます。

aws emr add-steps \
--cluster-id myClusterId \
--steps Type=PIG,Name="Pig Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[-f,s3://
elasticmapreduce/samples/pig-apache/do-reports2.pig,-p,INPUT=s3://elasticmapreduce/
samples/pig-apache/input,-p,OUTPUT=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/pig-apache/output]

このコマンドを実行すると、ステップ ID が返されます。これを使用して、ステップの State を確認
できます。

3. describe-step コマンドを使用して、ステップのステータスのクエリを実行します。

aws emr describe-step --cluster-id myClusterId --step-id s-1XXXXXXXXXXA

ステップの State は、ステップの実行に伴って PENDING から RUNNING、さらには COMPLETED へ
と変わります。ステップが完了したら、Amazon S3 バケットをチェックして Pig ステップの出力ファ
イルがあることを確認します。

AWS CLI での Amazon EMR コマンドの使用の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参
照してください。

Pig からユーザー定義関数を呼び出す
Pig では、ユーザー定義関数 (UDF) を Pig スクリプトから呼び出すことができます。これにより、Pig 
スクリプト内で使用するカスタム処理を実装できます。現在サポートされている言語は Java、Python/
Jython、および JavaScript (ただし、 JavaScriptサポートはまだ実験段階です)。

以下のセクションでは、関数を Pig シェルまたは Pig スクリプトから呼び出せるように、Pig に登録する
方法を説明します。Pig での UDF の使用の詳細については、ご使用のバージョンの「Pig のドキュメン
ト」を参照してください。

Pig から JAR ファイルを呼び出す
Pig スクリプトに REGISTER コマンドを使用して、Pig とともにカスタム JAR ファイルを使用できま
す。JAR ファイルは、ローカルファイルシステム、または Amazon S3 などのリモートファイルシステム
です。Pig スクリプトが実行されると、Amazon EMR は自動的に JAR ファイルをマスターノードにダウン
ロードし、その JAR ファイルを Hadoop 分散キャッシュにアップロードします。これにより、JAR ファ
イルは必要に応じてクラスター内のすべてのインスタンスで自動的に使用されます。

Pig で JAR ファイルを使用するには

1. Amazon S3 にカスタム JAR ファイルをアップロードします。
2. Pig スクリプト内で REGISTER コマンドを使用して、カスタム JAR ファイルの Amazon S3 バケット

を指定します。

REGISTER s3://mybucket/path/mycustomjar.jar;
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Pig から Python/Jython スクリプトを呼び出す
Python スクリプトを Pig に登録し、登録したスクリプト内の関数を Pig シェルまたは Pig スクリプトから
呼び出すことができます。これを行うには、register キーワードでスクリプトの場所を指定します。

Pig は Java で記述されているため、Python スクリプトの解析には Jython スクリプトエンジンが使用され
ます。Jython の詳細については、http://www.jython.org/ を参照してください。

Pig から Python/Jython スクリプトを呼び出すには

1. Python スクリプトを作成して、Amazon S3 内の場所にアップロードします。この場所は、Pig クラス
ターを作成するアカウントと同じアカウントが所有しているか、クラスターを作成したアカウントが
アクセスできるように許可が設定されているバケットである必要があります。この例では、スクリプ
トは s3://mybucket/pig/python にアップロードされます。

2. Pig クラスターを起動します。Grunt シェルから Pig にアクセスする場合は、インタラクティブクラス
ターを起動します。Pig コマンドをスクリプトから実行している場合は、スクリプトで記述された Pig 
クラスターを起動します。この例では、インタラクティブクラスターを起動します。Pig クラスター
の詳細については、「Pig の作業の送信 (p. 2216)」を参照してください。

3. インタラクティブクラスターの場合は、SSH を使用してマスターノードに接続し、Grunt シェルを実
行します。詳細については、「マスターノードへの SSH 接続」を参照してください。

4. コマンドラインに pig と入力することにより、Pig 向けに Grunt を実行します。

pig

5. 以下のコマンドに示すように Grunt コマンドプロンプトで register キーワードを使用し、Amazon 
S3 内のスクリプトの場所を指定して Jython ライブラリおよび Python スクリプトを Pig に登録しま
す。

grunt> register 'lib/jython.jar';
grunt> register 's3://mybucket/pig/python/myscript.py' using jython as myfunctions;

6. 入力データをロードします。次の例では、入力を Amazon S3 上の場所からロードします。

grunt> input = load 's3://mybucket/input/data.txt' using TextLoader as 
 (line:chararray);

7. これにより、myfunctions を使用してスクリプト内の関数を参照して、Pig から呼び出すことができ
ます。

grunt> output=foreach input generate myfunctions.myfunction($1);

Pig リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Pig のバージョンと、アプリケーションと共
にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンにつ
いては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Pig バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn, tez-on-worker

emr 6.9.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr 6.8.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr 6.7.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.36.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-6.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.35.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr 6.5.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.4.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-6.3.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-6.3.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-6.2.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.2.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-6.1.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-6.1.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

EMR 5.34.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.33.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.33.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.32.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.32.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.31.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.31.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.30.2 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.30.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.30.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.29.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.28.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.28.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

2226



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Pig リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.27.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.27.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.26.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.25.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.24.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.24.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.23.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.23.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

2228



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Pig リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.22.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.21.2 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.21.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.21.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.20.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.20.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.19.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.19.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.18.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.18.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.17.2 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.17.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.17.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.16.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.16.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.15.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.15.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.14.2 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.14.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.14.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.13.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.13.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.12.3 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.12.2 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.12.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.12.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.11.4 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.11.3 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.11.2 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.11.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.11.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.10.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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emr-5.10.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.9.1 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.9.0 0.17.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.8.3 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

2237



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Pig リリース履歴
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ポーネント

emr-5.8.2 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.8.1 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.8.0 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.7.1 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.7.0 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.6.1 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.6.0 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.5.4 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.5.3 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.5.2 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.5.1 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.5.0 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.4.1 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.4.0 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.3.2 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.3.1 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

2241



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.3.0 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.2.3 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.2.2 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.2.1 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.2.0 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.1.1 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.1.0 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-5.0.3 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.0.0 0.16.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, pig-client, 
tez-on-yarn

emr-4.9.6 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.9.5 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.9.4 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.9.3 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.9.2 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.9.1 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.8.5 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.8.4 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.8.3 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client
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Amazon EMR リリースラベル Pig のバージョン Pig でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.8.2 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.8.0 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.7.4 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.7.2 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.7.1 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client
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ポーネント

emr-4.7.0 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, pig-client

emr-4.6.0 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
pig-client

emr-4.5.0 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
pig-client

emr-4.4.0 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
pig-client

emr-4.3.0 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
pig-client
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ポーネント

emr-4.2.0 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
pig-client

emr-4.1.0 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
pig-client

emr-4.0.0 0.0 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
emr-kinesis, emr-s3-dist-cp, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, pig-client
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Presto と Trino
Note

2020 年 12 月に、PrestoSQL は Trino に名前変更されました。Amazon EMR バージョン 6.4.0 以
降では Trino という名称が使用されていますが、それ以前のリリースバージョンでは PrestoSQL 
という名称が使用されています。

Presto は、複数のソースからの大量のデータセットの対話型分析クエリ用に設計された高速の SQL クエ
リエンジンです。詳細については、Presto のウェブサイトを参照してください。Presto は、Amazon EMR 
リリース 5.0.0 以降に含まれています。以前のリリースには、サンドボックスアプリケーションとして 
Presto が含まれています。詳細については、「Amazon EMR 4.x リリースバージョン (p. 1154)」を参照し
てください。Amazon EMR リリースバージョン 6.1.0 以降では、Presto に加えて Trino (PrestoSQL) がサ
ポートされています。詳細については、「PrestoDB と Trino インストール (p. 2269)」を参照してくださ
い。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Presto のバージョンと、Amazon 
EMR で Presto と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Presto と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.0 の Presto バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 Presto 0.278 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Presto のバージョンと、Amazon 
EMR で Presto と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Presto と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
5.36.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)」を参照してください。

emr-5.36.0 の Presto バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント

EMR 5.36.0 Presto 0.267 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
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Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Trino (PrestoSQL) のバージョン
と、Amazon EMR で Trino と共にインストールされるコンポーネント (PrestoSQL) を示しています。

このリリースで Trino と共にインストールされるコンポーネントのバージョン (PrestoSQL) については、
「リリース 6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.0 の Trino (PrestoSQL) バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル トリノ (PrestoSQL) バージョン トリノ (PrestoSQL) でインス
トールされるコンポーネント

emr-6.10.0 Trino (PrestoSQL) 403 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-trino, hcatalog-server, 
mariadb-server, trino-coordinator, 
trino-worker

トピック
• AWS Glue Data Catalog での Presto の使用 (p. 2250)
• S3 Select Pushdown と Presto を使用してパフォーマンスを向上させる (p. 2255)
• データベースコネクタの追加 (p. 2256)
• Amazon EMR での SSL/TLS の使用と Presto による LDAPS の設定 (p. 2257)
• Presto Strict モードの有効化 (p. 2263)
• Presto でのスポットインスタンス損失の処理 (p. 2264)
• Trinoでのフォールトトレラント実行 (p. 2266)
• グレースフルな廃止による Presto Auto Scaling の使用 (p. 2267)
• Amazon EMR での Presto に関する考慮事項 (p. 2268)
• Presto リリース履歴 (p. 2271)

AWS Glue Data Catalog での Presto の使用
Amazon EMR リリースバージョン 5.10.0 以降では、Presto 用のデフォルトの Hive メタストアとして 
AWS Glue データカタログを指定することができます。この構成は、永続的なメタストアや、さまざまな
クラスター、サービス、アプリケーション、またはで共有されるメタストアが必要な場合にお勧めします
AWS アカウント。
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AWS Glue は、簡単でコスト効果の高い方法でデータの分類、消去、強化、およびさまざまなデータ
ストア間を確実に移動することができる、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスで
す。AWS Glue Data Catalog は、さまざまなデータソースおよびデータ形式にわたって一本化されたメ
タデータリポジトリを提供します。そのために、Amazon EMR だけでなく、Amazon RDS、Amazon 
Redshift、Redshift Spectrum、Athena、およびその他の Apache Hive メタストアと互換性のあるすべて
のアプリケーションと連携します。AWSGlue クローラは、Amazon S3 のソースデータからスキーマを
自動的に推論し、関連するメタデータを Data Catalog に保存します。Data Catalog の詳細については、
「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue データカタログの作成」を参照してください。

AWS Glue には、別個の料金が適用されます。Data Catalog にメタデータを保存し、保存済みメタデータ
にアクセスするための月別レート、AWS Glue ETL ジョブとクローラランタイムに対して分単位で課金さ
れる時間レート、およびプロビジョニング済みの開発エンドポイントごとに分単位で課金される時間レー
トが適用されます。Data Catalog では、最大 100 万個までのオブジェクトを無料で保存できます。100 
万を超えるオブジェクトを保存した場合は、100,000 オブジェクトごとに 1 USD が課金されます。Data 
Catalog 内のオブジェクトは、テーブル、パーティション、またはデータベースです。詳細については、
「Glue 料金表」を参照してください。

Important

2017 年 8 月 14 日よりも前に Amazon Athena または Amazon Redshift Spectrum を使用してテー
ブルを作成した場合、データベースとテーブルは Athena 管理のカタログに保存されます。この
カタログは、AWS Glue データカタログとは別個のものです。Amazon EMR をこれらのテーブル
に統合するには、AWS Glue データカタログにアップグレードする必要があります。詳細につい
ては、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「AWS Glue データカタログへのアップグレード」
を参照してください。

AWS Glue Data Catalog をメタストアとして指定する
AWS、AWS Management Console、または Amazon EMR API を使用して、AWS CLI Glue Data Catalog 
をメタストアとして指定できます。CLI または API を使用する場合は、Presto の設定分類を使用して
データカタログを指定します。さらに、Amazon EMR 5.16.0 以降では、設定分類を使用して、別の Data 
Catalog を指定できますAWS アカウント。コンソールを使用する場合は、[Advanced Options] (詳細オプ
ション) または [Quick Options] (クイックオプション) を使用して、Data Catalog を指定できます。

New console

新しいコンソールでAWS Glue Data Catalog を Hive メタストアとして指定するには

1. にサインインしAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/emr で Amazon 
EMR コンソールを開きます。

2. 左側のナビゲーションペインの [EMR on EC2] で [クラスター] を選択し、[クラスターの作成] を
選択します。

3. [アプリケーションバンドル] で [Presto] を選択します。
4. AWSGlue データカタログの設定で、「Presto テーブルメタデータに使用」チェックボックスを

選択します。
5. クラスターに適用されるその他のオプションを選択します。
6. クラスターを起動するには、[クラスターの作成] を選択します。

Old console

古いコンソールのデフォルトの Presto メタストアとしてAWS Glue Data Catalog を指定する
には

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い 
Amazon EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるか
についての詳細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。
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2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順
に選択します。

3. [Software Configuration (ソフトウェア設定)] の [Release (リリース)] で、[emr-5.10-0] 以降を選択
し、続いて [Presto] を選択します。

4. [Presto テーブルメタデータに使用]、[Next (次へ)] の順に選択し、アプリケーションに該当するク
ラスターのその他の設定を行います。

CLI

を使用してAWS Glue データカタログをデフォルトの Hive メタストアとして指定するには
AWS CLI

クラスターの作成時に以下の設定分類を指定する方法の例については、「アプリケーションの設
定 (p. 1515)」を参照してください。

Amazon EMR 5.16.0 以降

• 以下の JSON の例に示すように、hive.metastore プロパティを glue に設定します。

[ 
  { 
    "Classification": "presto-connector-hive", 
    "Properties": { 
      "hive.metastore": "glue" 
    } 
  }
]

別のデータカタログを指定するにはAWS アカウント、以下の 
JSONhive.metastore.glue.catalogid の例に示すプロパティを追加します。acct-id
は、データカタログの AWS アカウントに置き換えます。Amazon EMR バージョン 5.15.0 以前で
は、AWS アカウント別のデータカタログで使用することはできません。

[ 
  { 
    "Classification": "presto-connector-hive", 
    "Properties": { 
      "hive.metastore": "glue", 
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id" 
    } 
  }
]

Amazon EMR 5.10.0 ～ 5.15.0

以下の JSON の例に示すように、hive.metastore.glue.datacatalog.enabled プロパ
ティを true に設定します。

[ 
  { 
    "Classification": "presto-connector-hive", 
    "Properties": { 
      "hive.metastore.glue.datacatalog.enabled": "true" 
    } 
  }
]

Amazon EMR 6.1.0 以降で PrestoSQL (Trino) を使用
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EMR バージョン 6.1.0 以降、PrestoSQL は Glue もデフォルトの Hive メタストアとしてサポー
トしています。以下の JSON の例に示されているように、prestosql-connector-hive 設定
分類を使用し、hive.metastore プロパティを glue に設定します。

Amazon EMR バージョン 6.4.0 以降では、PrestoSQL ではなく、新しい名称の Trino を使用し
ます。Trino を使用する場合、以下の設定分類で prestosql-connector-hive を trino-
connector-hive に置き換えてください。

[ 
  { 
    "Classification": "prestosql-connector-hive", 
    "Properties": { 
      "hive.metastore": "glue" 
    } 
  }
]

長時間稼働クラスターでメタストアを切り替えるには、マスターノードに接続して /etc/presto/
conf/catalog/hive.properties ファイルのプロパティ値を直接編集し、Presto サーバー (sudo 
restart presto-server) を再起動することにより、リリースバージョンに最適な値を手動で設
定できます。この方法を Amazon EMR 5.15.0 以前のバージョンで使用する場合は、hive.table-
statistics-enabled が false に設定されていることを確認します。リリースバージョン 5.16.0 
以降を使用する場合、この設定は必要ありません。ただし、テーブルとパーティションの統計はサ
ポートされません。

IAM アクセス許可
クラスターの EC2 インスタンスプロファイルには、AWS Glue アクションに対する IAM アクセス許可が
必要です。さらに、AWS Glue Data Catalog オブジェクトの暗号化を有効にする場合は、暗号化に使用す
る AWS KMS key を暗号化、復号、および生成できるロールも必要です。

AWS Glue アクションに対するアクセス許可
Amazon EMR の デフォルトの EC2 インスタンスプロファイルを使用する場合、アクションは必要ありま
せん。EMR_EC2_DefaultRole にアタッチされている AmazonElasticMapReduceforEC2Role 管理ポ
リシーでは、必要なすべての AWS Glue アクションが許可されます。ただし、カスタム EC2 インスタン
スプロファイルとアクセス許可を指定する場合、該当する AWS Glue アクションを設定する必要がありま
す。開始点として AmazonElasticMapReduceforEC2Role 管理ポリシーを使用します。詳細について
は、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスター EC2 インスタンスのサービスロール (EC2 インスタン
スプロファイル)」を参照してください。

AWS Glue データカタログを暗号化/復号するためのアクセス許
可
インスタンスプロファイルには、キーを使用してデータを暗号化および復号するためのアクセス許可が必
要です。以下のステートメントが両方とも適用される場合、これらのアクセス許可を設定する必要はあり
ません。

• AWS Glue の管理キーを使用する AWS Glue Data Catalog オブジェクトの暗号化を有効にする。
• AWS アカウント Glue Data Catalog と同じ AWS にあるクラスターを使用する。

それ以外の場合は、EC2 インスタンスプロファイルにアタッチされたアクセス許可ポリシーに次のステー
トメントを追加する必要があります。
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[ 
    { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "kms:Decrypt", 
                    "kms:Encrypt", 
                    "kms:GenerateDataKey" 
                ], 
                "Resource": "arn:aws:kms:region:acct-
id:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012" 
            } 
        ] 
    }
]

AWS Glue Data Catalog 暗号化の詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「データカタロ
グの暗号化」を参照してください。

リソースベースのアクセス許可
AWS Glue を Amazon EMR で Hive、Spark、または Presto と共に使用する場合、AWS Glue はデータ
カタログのリソースへのアクセスを制御するリソースベースのポリシーをサポートします。これらのリ
ソースには、データベース、テーブル、接続、ユーザー定義関数が含まれます。詳細については、「AWS 
Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue リソースポリシー」を参照してください。

リソースベースのポリシーを使用して、Amazon EMR 内から AWS Glue へのアクセスを制限する場
合、許可ポリシーに指定するプリンシパルは、クラスターの作成時に指定された EC2 インスタンスプ
ロファイルに関連付けられたロール ARN である必要があります。例えば、カタログにアタッチされた
リソースベースのポリシーの場合、以下の例に示されている形式を使用して、クラスター EC2 インスタ
ンスのデフォルトサービスロールのロール ARN である EMR_EC2_DefaultRole をとして指定できま
す。Principal

arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole

acct-id は AWS Glue アカウント ID とは異なるものにすることができます。これにより、さまざまなア
カウントで EMR クラスターからアクセスできます。異なるアカウントから、複数のプリンシパルを指定
できます。

AWS Glue Data Catalog を使用する場合の考慮事項
AWS Glue データカタログを Presto でメタストアとして使用するときは、以下について考慮します。

• AWS Glue 内からのテーブルの名前変更はサポートされていません。
• LOCATION を指定せずに Hive テーブルを作成すると、テーブルデータ

は、hive.metastore.warehouse.dir プロパティによって指定された場所に保管されます。デ
フォルトでは、これは HDFS 内の場所です。別のクラスターがテーブルにアクセスする必要がある
場合、テーブルを作成したクラスターに対する適切なアクセス許可がない限り、処理に失敗します。
さらに、HDFS ストレージは一時的であるため、クラスターが終了すると、テーブルデータは失わ
れ、テーブルを再作成する必要があります。AWS Glue を使用して Hive テーブルを作成するとき
に、Amazon S3 で LOCATION を指定することをお勧めします。または、hive-site 設定分類を使用
して、hive.metastore.warehouse.dir の Amazon S3 で場所を指定できます。これは、すべての 
Hive テーブルに適用されます。テーブルが HDFS の場所に作成され、それを作成したクラスターがま
だ実行中の場合、AWS Glue 内から Amazon S3 にテーブルの場所を更新できます。詳細については、
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「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue コンソールでのテーブルの使用」を参照してくださ
い。

• 引用符とアポストロフィを含むパーティション値はサポートされていません(例: PARTITION 
(owner="Doe's").)。

• 列統計は、emr-5.31.0 以降でサポートされています。
• Hive 認可の使用はサポートされていません。代替策として、AWS Glue リソースベースのポリシーを

使用することを検討してください。詳細については、「リソースベースのポリシーを使用して Amazon 
EMR から AWS Glue データカタログにアクセスする」を参照してください。

S3 Select Pushdown と Presto を使用してパフォー
マンスを向上させる

Amazon EMR リリースバージョン 5.18.0 以降では、Amazon EMR での Presto を使用した S3 select プッ
シュダウンを使用できます。この機能により、Presto から Amazon S3 に (SELECT などの) 射影演算と 
(WHERE などの) 述語演算の計算処理を「プッシュダウン」できます。これにより、一部のアプリケーショ
ンではクエリで Amazon S3から必要なデータだけを取得してパフォーマンスを向上させ、Amazon EMR 
と Amazon S3 間で転送されるデータの量を減らすことができます。

S3 Select Pushdown が使用するアプリケーションに
適しているかどうかを確認する
S3 Select Pushdown が使用するアプリケーションに適しているかどうかを確認するために、S3 Select 
Pushdown を使用した場合と使用しない場合のアプリケーションのベンチマークを行うことをお勧めしま
す。

アプリケーションが S3 Select を使用する候補となるかどうかを判断するには、次のガイドラインを使用
します。

• クエリは元のデータセットの半分以上を除外する。
• クエリのフィルター述語では、Presto と S3 Select がサポートするデータ型を持つ列が使用されま

す。S3 Select Pushdown では、タイムスタンプデータ型、実データ型、および倍精度浮動小数点データ
型はサポートされません。数値データには小数データ型を使用することをお勧めします。S3 Select でサ
ポートされているデータ型の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の
「データ型」を参照してください。

• Amazon S3 と Amazon EMR クラスター間のネットワーク接続は、転送速度と使用可能な帯域幅が良好
です。Amazon S3 は、HTTP 応答を圧縮しないため、応答サイズは圧縮された入力ファイルと比較して
増加する可能性があります。

考慮事項と制約事項
• CSV 形式で保存されたオブジェクトのみがサポートされます。オブジェクトは解凍するか、必要に応じ

て gzip または bzip2 で圧縮できます。
• AllowQuotedRecordDelimiters プロパティはサポートされていません。このプロパティを指定した

場合、クエリは失敗します。
• お客様が用意した暗号化キーを使用した Amazon S3 サーバー側の暗号化 (SSE-C) とクライアント側の

暗号化はサポートされていません。
• S3 Select Pushdown は、ORC や Parquet などの列または圧縮ファイル形式には適していません。
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Select Pushdown を有効にする

PrestoDB または Trino で S3 Select Pushdown を有効
にする
Amazon EMR で PrestoDB の S3 Select Pushdown を有効にするには、以下の例に示されているよう
に、presto-connector-hive 設定分類を使用して hive.s3select-pushdown.enabled を true に
設定します。詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。hive.s3select-
pushdown.max-connections 値も設定する必要があります。ほとんどのアプリケーションでは、デフォル
ト設定の 500 で十分です。詳細については、以下の hive.s3select-pushdown.max-connections の理解と調
整 (p. 2256) を参照してください。

EMR バージョン 6.1.0 - 6.3.0 での PrestoSQL の場合、以下の例で presto-connector-hive を
prestosql-connector-hive に置き換えます。

Amazon EMR バージョン 6.4.0 以降では、PrestoSQL ではなく、新しい名称の Trino を使用します。Trino 
を使用する場合、以下の例の presto-connector-hive を trino-connector-hive に置き換えます

[ 
    { 
        "classification": "presto-connector-hive", 
        "properties": { 
            "hive.s3select-pushdown.enabled": "true", 
            "hive.s3select-pushdown.max-connections": "500" 
        } 
    }
]

hive.s3select-pushdown.max-connections の理解と調整
デフォルトでは、Presto はファイルシステムとして EMRFS を使用します。emrfs-site 設定分類の設
定 fs.s3.maxConnections により、Presto の EMRFS を使用した Amazon S3 へのクライアント接続
の最大許容数が指定されます。デフォルトでは 500 です。述語演算のために Amazon S3 にアクセスする
と、S3 Select Pushdown は EMRFS をバイパスします。この場合、hive.s3select-pushdown.max-
connections の値によってワーカーノードからのオペレーションに使用可能なクライアント接続の
最大数が決まります。ただし、(GET オペレーションなどの) プッシュダウンされていない Presto から 
Amazon S3 へのリクエストは、引き続き fs.s3.maxConnections の値に従います。

アプリケーションでエラー「Timeout waiting for connection from pool」が発生する場合
は、hive.s3select-pushdown.max-connections と fs.s3.maxConnections 両方の値を増やし
ます。

データベースコネクタの追加
クラスターの作成時に設定分類を使用して JDBC コネクターのプロパティを設定できます。設定分類
は presto-connector で始まります (例: presto-connector-postgresql)。Amazon EMR リリー
スバージョンによって使用可能な設定分類は異なります。the section called “設定分類” (p. 282)最新の
リリースバージョンで使用可能な設定分類については、Amazon EMR 5.36.0 の「」を参照してくだ
さい。Amazon EMR の別のバージョンを使用している場合は、「Amazon EMR 5.x リリースバージョ
ン (p. 267)」の設定分類を参照してください。各コネクターで設定できるプロパティの詳細について
は、https://prestodb.io/docs/current/connector.html を参照してください。

Example PostgreSQL JDBC コネクターでのクラスターの設定

PostgreSQL コネクターがインストールおよび設定されたクラスターを起動するには、(myConfig.json
などの) 設定分類を指定する、以下の内容が含まれた JSON ファイルを作成してからローカルに保存しま
す。
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Presto ドキュメントの「PostgreSQL Connector」トピックに示されているように、必要に応じてセット
アップの接続プロパティを置き換えます。

[ 
  { 
    "Classification": "presto-connector-postgresql", 
    "Properties": { 
      "connection-url": "jdbc:postgresql://example.net:5432/database", 
      "connection-user": "MYUSER", 
      "connection-password": "MYPASS" 
    }, 
    "Configurations": [] 
  }
]

クラスターを作成するときは、以下の例に示すように --configurations オプションを使用して JSON 
ファイルへのパスを参照します。myConfig.json は、コマンドを実行したのと同じディレクトリにあり
ます。

aws emr create-cluster --name PrestoConnector --release-label emr-5.36.0 --instance-type 
 m5.xlarge \
--instance-count 2 --applications Name=Hadoop Name=Hive Name=Pig Name=Presto \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=myKey \
--log-uri s3://my-bucket/logs --enable-debugging \
--configurations file://myConfig.json

Amazon EMR での SSL/TLS の使用と Presto によ
る LDAPS の設定

Amazon EMR リリースバージョン 5.6.0 以降では、Presto ノード間のセキュアな内部通信のために SSL/
TLS を有効にできます。これを行うには、転送時の暗号化のセキュリティ設定を指定します。詳細につい
ては、「Amazon EMR 管理ガイド」の「暗号化オプション」および「セキュリティ設定を使用してクラス
ターセキュリティをセットアップする」を参照してください。

セキュリティ設定を転送時の暗号化に使用すると、Amazon EMR は Presto に対して以下を実行します。

• 転送時の暗号化に指定した暗号化アーティファクトまたは証明書を、Presto クラスター全体に分散しま
す。詳細については、「伝送中のデータの暗号化のための証明書を提供する」を参照してください。

• presto-config 設定分類を使用して、次のプロパティを設定します。これは Presto の
config.properties ファイルに対応します。
• すべてのノードで http-server.http.enabled を false に設定します。これにより、HTTP を無

効にして HTTPS を使用します。これには、伝送中の暗号化のセキュリティ構成を設定するときに、
パブリック DNS とプライベート DNS で動作する証明書を提供する必要があります。これを行う方法
の 1 つは、複数のドメインをサポートする SAN (サブジェクトの別名) 証明書を使用することです。

• http-server.https.* 値を設定します。設定の詳細については、Presto ドキュメントの「LDAP 
Authentication」を参照してください。

• EMR バージョン 6.1.0 以降の PrestoSQL (Trino) では、Amazon EMR はクラスターノード間のセキュア
な内部通信用に共有秘密キーを自動的に設定します。このセキュリティ機能を有効にするために追加の
設定を行う必要はなく、独自の秘密キーを使用して設定をオーバーライドできます。Trino 内部認証の詳
細については、Trino 353 ドキュメントの「Secure internal communication」を参照してください。

さらに、Amazon EMR リリースバージョン 5.10.0 以降では、HTTPS を使用した Presto コーディネー
ターへのクライアント接続に LDAP 認証を設定できます。このセットアップでは、安全な LDAP (LDAPS) 
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を使用します。LDAP サーバーで TLS を有効にする必要があります。また、Presto クラスターは転送時
のデータの暗号化を有効にして、セキュリティ設定を使用する必要があります。その他の設定も必要で
す。設定オプションは、使用する Amazon EMR のリリースバージョンに応じて異なります。詳細につい
ては、「Amazon EMR の Presto に LDAP 認証を使用する (p. 2258)」を参照してください。

Amazon EMR の Presto は、デフォルトでは内部 HTTPS にポート 8446 を使用します。内部通信に使用す
るポートは、Presto コーディネーターへのクライアント HTTPS アクセスに使用するものと同じポートで
ある必要があります。http-server.https.port 設定分類の presto-config プロパティでは、ポー
トが指定されます。

Amazon EMR の Presto に LDAP 認証を使用する
このセクションのステップに従って、LDAP を設定します。例および詳細へのリンクについては、各ス
テップを参照してください。

LDAP 認証を設定するステップ
• ステップ 1: LDAP サーバーに関する情報を収集し、サーバー証明書を Amazon S3 にコピーす

る (p. 2258)
• ステップ 2: セキュリティ設定をセットアップする (p. 2260)
• ステップ 3: LDAP 用の Presto プロパティで設定 JSON を作成する (p. 2260)
• ステップ 4: LDAP サーバー証明書をコピーするスクリプトを作成し、Amazon S3 にアップロードす

る (p. 2261)
• ステップ 5: クラスターを作成する (p. 2262)

ステップ 1: LDAP サーバーに関する情報を収集し、サーバー証
明書を Amazon S3 にコピーする
LDAP 認証を設定するには、LDAP サーバーから次のセクションの情報と項目が必要になります。

LDAP サーバーの IP アドレスまたはホスト名
Amazon EMR マスターノードの Presto コーディネーターは、指定された IP アドレスまたはホスト名で 
LDAP サーバーに到達できる必要があります。デフォルトでは、Presto はポート 636 経由で LDAPS を使
用して LDAP サーバーと通信します。LDAP 実装でカスタムポートが必要になる場合は、Amazon EMR 
5.16.0 以降で ldap.url プロパティを使用するか、以前のバージョンで authentication.ldap.url
を使用してレポートを指定できます。「636」の presto-config の設定分類の例に示すように、ステッ
プ 3: LDAP 用の Presto プロパティで設定 JSON を作成する (p. 2260) のカスタムポートを置き換えま
す。ファイアウォールやセキュリティグループにより、ポート 636 (またはカスタムポート) およびポート 
8446 (またはカスタムポート) でインバウンドおよびアウトバウンドトラフィックが許可されることを確認
します。これは内部クラスター通信に使用されます。

LDAP サーバー証明書
証明書ファイルを Amazon S3 の安全な場所にアップロードする必要があります。詳細については、
「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「S3 バケットにファイルとフォルダをアップロー
ドする方法」を参照してください。クラスターの起動時に、この証明書を Amazon S3 からクラスター内
の各ノードにコピーするブートストラップアクションを作成します。「ステップ 4: LDAP サーバー証明書
をコピーするスクリプトを作成し、Amazon S3 にアップロードする (p. 2261)」で、証明書の例は s3://
MyBucket/ldap_server.crt です。

匿名バインド用の LDAP サーバーの設定
PrestoDB で匿名バインドが無効になっている場合は、LDAP サーバーにバインドし、PrestoDB サーバー
が接続を確立できるようにするアクセス権限があるアカウントのユーザー ID (UID) とパスワードが必要
です。UID とパスワードは、internal-communication.authentication.ldap.user 分類設定の
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internal-communication.authentication.ldap.password および presto-config プロパティ
を使用して指定します。Amazon EMR 5.10.0 はこれらの設定をサポートしないため、このリリースバー
ジョンを使用するときは、匿名バインドが LDAP サーバーでサポートされている必要があります。

Trino では匿名バインディングを設定する必要はありません。

LDAP サーバーで匿名バインドのステータスを取得するには

• 次の例に示すように、Linux クライアントから ldapwhoami コマンドを使用します。

ldapwhoami -x -H ldaps://LDAPServerHostNameOrIPAddress

匿名バインドが許可されない場合、コマンドの出力は次のようになります。

ldap_bind: Inappropriate authentication (48)
additional info: anonymous bind disallowed

アカウントに、シンプルな認証を使用する LDAP サーバーへのアクセス権限があることを確認す
るには

• 次の例に示すように、Linux クライアントから ldapwhoami コマンドを使用します。この例では、架
空のホスト名 ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal の EC2 インスタンスで実行されている Open 
LDAP サーバーに格納されている架空のユーザー presto を使用しています。このユーザーは組織単
位 (OU) admins とパスワード 123456 に関連付けられています。

ldapwhoami -x -w "123456" -D uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal -H ldaps://ip-xxx-
xxx-xxx-xxx.ec2.internal 

アカウントが有効であり、適切なアクセス権限がある場合、コマンドの出力は次のようになります。

dn:uid=presto,ou=admins,dc=ec2,dc=internal

ステップ 3: LDAP 用の Presto プロパティで設定 JSON を作成する (p. 2260) の設定例
には、わかりやすくするためにこのアカウントが含まれています。ただし、5.10.0 の
例は例外で、サポートされていません。LDAP サーバーが匿名バインドを使用する場
合は、internal-communication.authentication.ldap.user と internal-
communication.authentication.ldap.password の名前と値のペアを削除します。

Presto ユーザーの LDAP 識別名 (DN)
Presto の LDAP 設定を指定するときは、${USER} と組織単位 (OU)、および追加のドメインコンポーネ
ント (DC) で構成されるバインドパターンを指定します。Presto は、パスワードの認証中に ${USER} を
各ユーザーの実際のユーザー ID (UID) に置き換え、このバインドパターンが指定する識別名 (DN) に一
致させます。対象のユーザーが属している OU とその DC が必要です。たとえば、admins ドメインの
corp.example.com OU のユーザーが Presto に対して認証されるようにするには、ユーザーバインドパ
ターンとして ${USER},ou=admins,dc=corp,dc=example,dc=com を指定します。

Note

AWS CloudFormation を使用する場合、Fn::Sub 関数を使用して ${USER} を実際のユーザー ID 
(UID) に置き換える必要があります。詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」
の「Fn::Sub」トピックを参照してください。

Amazon EMR 5.10.0 を使用する場合、このようなパターンを 1 つだけ指定できます。Amazon EMR 
5.11.0 以降を使用して、複数のパターンをコロン (:) で区切って指定できます。Presto に対して認証を試

2259

https://linux.die.net/man/1/ldapwhoami
https://linux.die.net/man/1/ldapwhoami
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/intrinsic-function-reference-sub.html


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
LDAP 認証の使用

みるユーザーは最初のパターンと比較されてから、2 番目のパターンに比較され、以降も同様に比較され
ます。例については、「ステップ 3: LDAP 用の Presto プロパティで設定 JSON を作成する (p. 2260)」を
参照してください。

ステップ 2: セキュリティ設定をセットアップする
転送時の暗号化を有効にして、セキュリティ設定を作成します。詳細については、「Amazon EMR 管理ガ
イド」の「セキュリティ設定を作成する」を参照してください。転送時の暗号化を設定する際に指定する
暗号化アーティファクトは、Presto のノード間の内部通信を暗号化するために使用されます。詳細につい
ては、「伝送中のデータの暗号化のための証明書を提供する」を参照してください。LDAP サーバー証明
書は、Presto サーバーへのクライアント接続を認証するために使用されます。

ステップ 3: LDAP 用の Presto プロパティで設定 JSON を作成す
る
LDAP 用の Presto プロパティを設定するには、presto-config 設定分類を使用します。presto-
config の形式と内容は、Amazon EMR のリリースバージョンと Presto のインストール済み環境 
(PrestoDB または Trino) によって若干異なります。設定の違いの例については、このセクションの後半で
示します。詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

以下のステップは、JSON MyPrestoConfig####.json ファイルに保存することを前提としています。
コンソールを使用する場合、Amazon S3 の安全な場所にファイルをアップロードし、クラスターを作成す
るときに参照できるようにします。AWS CLI を使用する場合は、ファイルをローカルに参照できます。

Example Amazon EMR 6.1.0 以降で PrestoSQL (Trino) を使用

次の例では、ステップ 1: LDAP サーバーに関する情報を収集し、サーバー証明書を Amazon S3 にコピー
する (p. 2258) の LDAP ホスト名を使用して、バインドのために LDAP サーバーに対して認証を行いま
す。2 つのユーザーバインドパターンが指定され、それにより、admins OU 内のユーザーと LDAP サー
バーの datascientists OU は、ユーザーとして Trino サーバーへの認証の対象となります。バインドパ
ターンはコロン (:) で区切られます。

Amazon EMR バージョン 6.4.0 以降では、PrestoSQL ではなく、新しい名称の Trino を使用します。Trino 
を使用する場合、以下の設定分類で prestosql-config を trino-config に置き換え、prestosql-
password-authenticator を trino-password-authenticator に置き換えてください。

[ 
   { 
      "Classification":"prestosql-config", 
      "Properties":{ 
         "http-server.authentication.type":"PASSWORD" 
      } 
   }, 
   { 
      "Classification":"prestosql-password-authenticator", 
      "Properties":{ 
         "password-authenticator.name":"ldap", 
         "ldap.url":"ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636", 
         "ldap.user-bind-pattern": "uid=${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=
${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal" 
      } 
   }
]

Example Amazon EMR 5.16.0 以降

次の例では、LDAP ユーザー ID とパスワード、および「ステップ 1: LDAP サーバーに関する情報を収集
し、サーバー証明書を Amazon S3 にコピーする (p. 2258)」の LDAP ホスト名を使用して、バインドの
ために LDAP サーバーに対して認証を行います。2 つのユーザーバインドパターンが指定され、それに
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より、admins OU 内のユーザーと LDAP サーバーの datascientists OU は、ユーザーとして Presto 
サーバーへの認証の対象となります。バインドパターンはコロン (:) で区切られます。

[{ 
        "Classification": "presto-config", 
                "Properties": { 
                        "http-server.authentication.type": "PASSWORD" 
                } 
        }, 
        { 
                "Classification": "presto-password-authenticator", 
                "Properties": { 
                        "password-authenticator.name": "ldap", 
                        "ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-xxx.ec2.internal:636", 
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal", 
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto", 
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456" 
                } 
        }]

Example Amazon EMR 5.11.0 ～ 5.15.0

presto-config 設定分類の形式は、これらのリリースバージョンごとに少し異なります。次の例では、
前の例と同じパラメータを指定します。

[{ 
        "Classification": "presto-config", 
                "Properties": { 
                        "http-server.authentication.type": "LDAP", 
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636", 
                        "authentication.ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=admins,dc=ec2,dc=internal:uid=${USER},ou=datascientists,dc=ec2,dc=internal", 
                        "internal-communication.authentication.ldap.user": "presto", 
                        "internal-communication.authentication.ldap.password": "123456" 
                } 
        }]

Example Amazon EMR 5.10.0

Amazon EMR 5.10.0 は匿名バインドのみをサポートするため、これらのエントリは省略されます。さら
に、指定できるバインドパターンは 1 つのみです。

[{ 
        "Classification": "presto-config", 
                "Properties": { 
                        "http-server.authentication.type": "LDAP", 
                        "authentication.ldap.url": "ldaps://ip-xxx-xxx-xxx-
xxx.ec2.internal:636", 
                        "ldap.user-bind-pattern": "uid=
${USER},ou=prestousers,dc=ec2,dc=internal" 
                } 
        }]

ステップ 4: LDAP サーバー証明書をコピーするスクリプトを作
成し、Amazon S3 にアップロードする
クラスターの各ノードに証明書ファイルをコピーするスクリプトを作成し、キーストアに追加しま
す。テキストエディタを使用してスクリプトを作成し、保存した後、Amazon S3 にアップロードし
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ます。ではステップ 5: クラスターを作成する (p. 2262)、スクリプトファイルは s3://MyBucket/
LoadLDAPCert.sh として参照されます。

次の例では、スクリプトはデフォルトのキーストアパスワード changeit を使用します。クラスターの作
成後にマスターノードに接続し、keytool コマンドを使用してキーストアパスワードを変更することをお勧
めします。

#!/bin/bash
aws s3 cp s3://MyBucket/ldap_server.crt .
sudo keytool -import -keystore /usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk.x86_64/lib/security/cacerts -
trustcacerts -alias ldap_server -file ./ldap_server.crt -storepass changeit -noprompt

ステップ 5: クラスターを作成する
クラスターを作成するときは、Presto と、Amazon EMR でインストールする他のアプリケーションを選択
します。次の例では、JSON 内で設定分類プロパティを参照していますが、インラインで設定分類を指定
することもできます。

Amazon EMR コンソールを使用して LDAP 認証により Presto クラスターを作成するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選
択します。

3. Presto と、Amazon EMR でインストールする他のアプリケーションを選択し、[ソフトウェア設定] 
で、使用する Amazon EMR の [リリース] を選択します。LDAP 認証は Amazon EMR 5.10.0 以降での
みサポートされます。

4. [Edit software settings] (ソフトウェア設定の編集) で [Load JSON from S3] (S3 からの JSON のロー
ド) を選択し、「ステップ 3: LDAP 用の Presto プロパティで設定 JSON を作成する (p. 2260)」で作
成した JSON 設定ファイルの Amazon S3 の場所を入力し、[Next] (次へ) を選択します。

5. クラスターハードウェアおよびネットワークを設定し、[次へ] を選択します。
6. [ブートストラップアクション] を選択します。[ブートストラップアクションを追加する] で [カスタム

アクション]、[設定と追加] の順に選択します。
7. ブートストラップアクションの名前を入力し、作成したスクリプトの場所 (s3://MyBucket/

LoadLDAPCert.sh など) を入力して、[追加] を選択します。ステップ 4: LDAP サーバー証明書をコ
ピーするスクリプトを作成し、Amazon S3 にアップロードする (p. 2261)

8. [汎用オプション]、[タグ]、[追加のオプション] で、アプリケーションに最適な設定を選択し、[次へ] 
を選択します。

9. [認証と暗号化] を選択し、「」で作成した [セキュリティ設定ステップ 2: セキュリティ設定をセット
アップする (p. 2260)] を選択します。

10. アプリケーションに最適な他のセキュリティオプションを選択し、[クラスターの作成] を選択しま
す。

AWS CLI を使用して LDAP 認証により Presto クラスターを作成するには

• aws emr create-cluster コマンドを実行します。少なくとも、Presto アプリケーションと、前
のステップで作成した Presto 設定分類、ブートストラップスクリプト、およびセキュリティ設定を指
定します。次の例では、コマンドを実行するのと同じディレクトリに JSON ファイルとして保存され
ている設定ファイルを参照します。一方、ブートストラップスクリプトは、Amazon S3 に保存する必
要があります。次の例では s3://MyBucket/LoadLDAPCert.sh を使用しています。
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Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster  --applications Name=presto --release-label emr-5.16.0 \
--use-default-roles --ec2-attributes KeyName=MyKeyPair,SubnetId=subnet-1234ab5
 \ --instance-count 3 --instance-type m5.xlarge --region us-west-2 --name 
 "MyPrestoWithLDAPAuth" \
--bootstrap-actions Name="Distribute LDAP server cert",Path="s3://MyBucket/
LoadLDAPCert.sh" \
--security-configuration MyPrestoLDAPSecCfg --configurations file://MyPrestoConfig.json

Presto Strict モードの有効化
状況によっては、クエリの実行時間が長くなるとコストが高くなり、Amazon EMR がより多くのクラス
ターリソースを使用する原因となります。これにより、クラスター上の他のワークロードからリソースが
奪われます。Amazon EMR バージョン 6.8 以降では、以下のタイプの長時間実行クエリを拒否または警告
する厳密モード機能を使用できます。

• 分割された列に述語がないクエリを実行すると、大量のデータがテーブルスキャンされる
• 2 つの大きなテーブルをクロスジョインするクエリ
• 多数の行を無制限にソートするクエリ

Presto がクエリプランを完全に最適化すると、strict モードが実行されます。strict モードをクエリのニー
ズに合わせて使用およびカスタマイズするには、次の方法で Presto を設定できます。

ストリクトモードのプレスト構成

設定 説明 デフォルト

strict-mode-enabled strict モードのオンとオフ
を切り替えます。値がの場
合、stricttrue モードがオンに
なっていることを示します。

false

strict-mode-fail-query strict モードで長時間実行され
る可能性のあるクエリが検出さ
れた場合は、クエリを拒否しま
す。もしfalse、Amazon EMR 
が警告を出すだけです。

false

strict-mode-restrictions strict モードを有効にする
ときに適用する制限を指
定します。厳密モードで
は、MANDATORY_PARTITION_PREDICATE、DISALLOW_CROSS_JOIN、LIMITED_SORT 
という制限がサポートされま
す。

必須パーティション述語、クロ
スジョイン禁止、限定ソート

strict モードを試してみるには、これらの設定をオーバーライドするか、Presto クライアントを使用すると
きにセッションプロパティとして設定できます。
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クラスター作成時に構成を設定するにはAWS Management Console

1. [クラスターを作成] を選択し、Amazon EMR バージョン 6.8.0 を選択し、[Presto] または [Trino] を選
択します。詳細については、「PrestoDB と Trino のインストール」を参照してください。

2. strict モードの設定プロパティを直接指定するか、JSON ファイルを Amazon S3 にアップロードしま
す。必要に応じて、AWS Glue Data Catalogメタストア用のを選択します。VPC、サブネット、ブー
トストラップアクション、key pair、セキュリティグループを指定します。[クラスターの作成] を選択
してクラスターを作成します。

3. クラスターのプライマリノードにログインし、presto-cliまたはを実行しますtrino-cli。
4. クエリを提出してください。Strict モードは各クエリを検証し、実行時間が長いかどうかを判断しま

す。strict-mode-fail-query設定に応じて、Amazon EMR はクエリを拒否するか、警告を出し
ます。

5. クエリが終了したら、クラスターを終了し、リソースを削除します。

実行中のクラスタに設定を設定するにはAWS CLI

1. AWS CLIを使用してクラスタのプライマリノードにログインし、presto-cliまたはを実行しま
すtrino-cli。

2. 次のコマンドを希望の値で実行します。

set session strict_mode_enabled = true;  
set session strict_mode_fail_query = false;
set session strict_mode_restrictions = 'DISALLOW_CROSS_JOIN,LIMITED_SORT';

考慮事項
strict モードを使用する場合は、次の点を考慮してください。

• 厳密モードでは、リソースをあまり消費しない実行時間の短いクエリを拒否できる場合があります。た
とえば、小さなテーブルに対するクエリでは、動的フィルタリングを適用したり、内部結合をクロス結
合に置き換えたりしません。これにより、クエリで必須のパーティション述語が使用されたり、クロス
ジョインが禁止されたりする可能性があります。この場合、strict モードはクエリを拒否します。

• 厳密なモードチェックは、SELECT、INSERT、SELECT としてテーブルを作成、EXPLAIN ANALYZE 
の各クエリタイプにのみ適用されます。

• 必須パーティション述語の制限は、Hive コネクタでのみ使用できます。

Presto でのスポットインスタンス損失の処理
Amazon EMR のスポットインスタンスを使用すると、予備の Amazon EC2 キャパシティでビッグデータ
ワークロードを低コストで実行できます。Amazon EC2 は、コスト削減と引き換えに、2 分間の通知でス
ポットインスタンスを中断できます。ノードを終了すると、Presto がエラーを返すまでに最大 10 分かか
ることがあります。これにより、エラー報告が不必要に遅延し、再試行される可能性があります。クイッ
クターミネーションは、Presto がターミネーションされたノードを処理する方法を制御できる機能です。

Presto コーディネーターの仕事は、すべてのワーカーノードの状態を定期的にポーリングして追跡するこ
とです。クイックターミネーションを行わないと、 NodeManager コーディネーターは各ノードのステー
タスについて YARN に問い合わせません。これにより、クエリが失敗する前に再試行ループが長くなる可
能性があります。クイックターミネータでは、 NodeManager ポーリングがホストに届かなくなるとすぐ
に、Presto コーディネータがのノードステータスを調べます。 NodeManager ノードが非アクティブであ
ることが示された場合、Presto はそれ以上の再試行を中止し、NODE_DECOMMISSIONEDクエリに失敗して
エラーを返します。
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次の設定パラメータセットを使用すると、ノードが終了した場合の Presto の動作を制御およびカスタマイ
ズできます。

ノード障害処理のためのプレスト構成

設定 説明 デフォルト

query.remote-task.max-
backoff-duration

コーディネーターがワーカー
ノードからリモートタスクス
テータスを取得しようとし続け
る時間。

10 分

query.remote-task.quick-
terminate-node-failure

コーディネーターがノードにア
クセスできない場合や、その
ノードで実行されているワー
カーに接続できない場合に、
クイックノード障害を有効
にします。の値は、コーディ
ネータがノードに到達する必
要があるか、query.remote-
task.terminate-on-
connect-exceptionワーカー
に接続する必要があるかを決定
します。

ノードはクエリに失敗
し、Amazon EMR は利用可能
なワーカーのリストからノード
を削除します。この場合、ノー
ドを使用して新しいクエリをス
ケジュールすることはできませ
ん。

この値をに設定する
とfalse、Presto は以前の動
作に戻ります。つまり、Presto 
コーディネーターは再びノード 
(forquery.remote-task.max-
backoff-duration) にアク
セスしようとします。その後、
ノードが使用不可とマークさ
れ、ノードで実行中のクエリが
失敗します。

true

query.remote-
task.terminate-on-
connect-exception

ホストにアクセスできるが、
コーディネーターがホストの
ワーカープロセスに接続できな
い場合に Amazon EMR をノード
にするかどうかを指定します。
この値をに設定するとtrue、ホ
ストにアクセスできない場合に
クイッククエリエラーが有効に
なります。

false
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Trinoでのフォールトトレラント実行
フォールトトレラント実行は、クラスターがクエリの失敗を軽減するために使用できるTrinoのメカニズム
です。そのために、クエリやそのコンポーネントタスクが失敗したときに再試行します。フォールトトレ
ラント実行を有効にすると、中間交換データがスプールされ、クエリ実行中にワーカーが停止したり、そ
の他の障害が発生した場合に、別のワーカーがそのデータを再利用できます。

Trinoでのフォールトトレラント実行の詳細については、Trinoブログの「Project TardigradeがTrinoのス
ピードでETLを初期のユーザーに提供する」を参照してください。

構成
フォールトトレラント実行はデフォルトで無効になっています。この機能を有効にするには、retry-
policytrino-configQUERYTASK次のように分類の構成プロパティを目的の再試行ポリシーに基づいて
またはいずれかの値に設定します。

{"classification": 
    "trino-config",
"properties": 
    { 
    "retry-policy": 
        "QUERY" 
    }
}

QUERY再試行ポリシーは、ワーカーノードでエラーが発生したときにクエリを自動的に再試行するように
Trinoに指示します。Trinoクラスターのワークロードの大部分が多数の小さなクエリで構成されている場合
は、QUERY再試行ポリシーを使用することをお勧めします。

TASK再試行ポリシーは、失敗した場合に個々のクエリタスクを再試行するようにTrinoに指示しま
す。Trinoが大規模なバッチクエリを実行する場合には、このポリシーをお勧めします。クラスターは、ク
エリ全体を再試行するよりも、クエリ内の小さなタスクをより効率的に再試行できます。

Exchange Manager
エクスチェンジマネージャーは、フォールトトレラント実行のためにスプールされたデータを保存および
管理します。外部ストレージを使用して、メモリ内のバッファサイズを超えてこぼれたデータを保存しま
す。スプールされたデータを Amazon S3、Amazon S3 互換システム、HDFS などの指定された場所に保
存するファイルシステムベースの交換マネージャーを設定できます。

Amazon EMR リリース 6.9.0 以降には、trino-exchange-managerエクスチェンジマネージャーを設定
するための分類が含まれています。これらのリリースでは HDFS のスプールもサポートしています。

エクスチェンジマネージャーの設定

trino-exchange-manager構成分類を使用して、エクスチェンジマネージャーを設定します。この分類
により、etc/exchange-manager.propertiesコーディネーターとすべてのワーカーノードに設定ファ
イルが内部的に作成されます。この分類では、exchange-manager.namefilesystem構成プロパティも
に設定されます。

デフォルトでは、Amazon EMR リリース6.9.0 以降は、交換マネージャーとして HDFS を使用しま
す。HDFS は Amazon EMR EC2 クラスターで使用でき、trino-exchange/スプーリングはデフォルト
でディレクトリで行われます。デフォルト設定を使用するには、次の構成を設定します。

{"Classification": 
    "trino-exchange-manager"
}
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カスタムの場所を提供する場合は、trino-exchange-manager分類で次のプロパティを設定します。

• exchange.use-local-hdfs を true に設定します。
• HDFS のカスタムディレクトリの場所 (例:)exchange.base-directories に設定しま

すexchange.base-directories=/exchange。カスタムディレクトリがまだ HDFS にない場合
は、Amazon EMR によって作成されます。

HDFS エクスチェンジマネージャーの構成

内部テストの結果によると、他のクラウドベースのファイルシステムと比較してクエリのパフォーマンス
を向上させるには、ローカルの HDFS にスプールすることをお勧めします。HDFS を使用して Exchange 
Manager に対して次の設定を行うことができます。

構成 説明 デフォルト設定

exchange.hdfs.block-size HDFS ストレージのブロックサ
イズ

4 MB

hdfs.config.resources HDFS を設定するファイルパス
のリスト

exchange.use-local-
hdfsの場合はtruecore-
site.xml、hdfs-
site.xmlファイルへのパスを
使用します。それ以外の場合
はnull

その他の耐障害実行設定プロパティ、および Amazon S3 またはその他の Amazon S3 互換システムをス
プール用に設定する方法については、Trino ドキュメントの耐障害実行ページを参照してください。

考慮事項と制約事項
• フォールトトレラント実行を有効にすると、write whenwriteretry-policy が設定されていないコ

ネクタの操作が無効になります。Amazon EMR リリース 6.9.0 以降、デルタレイク、ハイブ、writeア
イスバーグの各コネクタはでの操作をサポートしていますretry-policy。

• Exchange Manager を使用して負荷の高い I/O 操作を実行すると、Exchange Manager が中間データを
外部ストレージにスプールしている間にクエリのパフォーマンスが低下する可能性があります。

グレースフルな廃止による Presto Auto Scaling の
使用

Amazon EMR リリースバージョン 5.30.0 以降には、特定のスケーリングアクションの猶予期間を設定す
る機能が含まれています。猶予期間を使用することで、スケールインサイズ変更アクションまたは自動ス
ケーリングポリシーリクエストによってノードが終了するまで Presto タスクの実行を続けることができ
ます。スケーリングルールの詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「自動スケーリングルール
について」を参照してください。グレースフルな廃止を使用する Presto Auto Scaling では、廃止処理中の
ノードでの新しいタスクのスケジューリングを回避するとともに、シャットダウンタイムアウトに達する
前に、既に実行中のタスクを完了できます。実行中のクエリは、ノードが廃止される前に実行を完了しま
す。Autoscaling は、インスタンスフリートではサポートされていません。

自動スケーリングのシャットダウンリクエストが受け取られた後、Presto タスクが完了するまでの許容時
間を制御できます。デフォルトでは、Amazon EMR のシャットダウンタイムアウトは 0 分です。この場
合、スケールインリクエストで必要になると、Amazon EMR によってノードとそのノードで実行されてい
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る Presto タスクが直ちに終了します。実行中のクエリをクラスターのスケールダウン前に完了できるよう
に、Amazon EMR で Presto タスクのタイムアウトを長く設定するには、presto-config 設定分類を使
用して、graceful-shutdown-timeout パラメータを 0 より大きい値 (秒単位または分単位) に設定しま
す。詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

例えば、graceful-shutdown-timeout 値を "30m" に増加すると、30 分間のタイムアウト期間が指定
されます。シャットダウンタイムアウト期間が終了すると、廃止対象としてマークされたノードは、クエ
リタスクの完了を待機していても強制的に終了され、クエリは失敗します。クエリタスクが 5 分後に終了
した場合、他の YARN アプリケーションが実行を完了していれば、廃止対象としてマークされたノードは
終了します。

Example グレースフルな廃止による Presto 自動スケーリング設定の例

graceful-shutdown-timeout 値を、設定に適した分数に置き換えます。決められた最大値はありませ
ん。次の例では、タイムアウト値を 1800 秒 (30 分) に設定します。

[ 
    { 
        "classification": "presto-config", 
        "properties": { 
            "graceful-shutdown-timeout": "1800s" 
        } 
    }
] 
             

機能制限

PrestoDB のグレースフルな廃止は、HTTP 接続が無効になっている EMR クラスターでは動作しま
せん (http-server.http.enabled が false に設定されている場合など)。Trino では、http-
server.http.enabled の設定に関係なく、グレースフルな廃止はサポートされていません。

Amazon EMR での Presto に関する考慮事項
Amazon EMR で Presto を実行するときは、次の制限事項を考慮してください。

Presto コマンドライン実行可能ファイル
Amazon EMR では、以下の例に示されているように、PrestoDB と Trino は両方とも同じコマンドライン
実行可能ファイル presto-cli を使用します。

presto-cli --catalog hive

設定可能ではない Presto デプロイプロパティ
ご使用の Amazon EMR のバージョンによって、利用可能な Presto デプロイ設定が決まります。これらの
設定プロパティの詳細については、Presto のドキュメントの「Presto のデプロイ」を参照してください。
次の表は、Prestoproperties ファイルのさまざまな設定オプションを示しています。

File 設定可能

log.properties PrestoDB: Amazon EMR バージョン 4.0.0 以降で
設定可能です。presto-log 設定分類を使用しま
す。
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File 設定可能
Trino (PrestoSQL): Amazon EMR バージョン 6.1.0 
以降で設定可能です。prestosql-log または
trino-log 設定分類を使用します。

config.properties PrestoDB: Amazon EMR バージョン 4.0.0 以降で
設定可能です。presto-config 設定分類を使用
します。

Trino (PrestoSQL): Amazon EMR バージョン 6.1.0 
以降で設定可能です。prestosql-config または
trino-config 設定分類を使用します。

hive.properties PrestoDB: Amazon EMR バージョン 4.1.0 以降で
設定可能です。presto-connector-hive 設定分
類を使用します。

Trino (PrestoSQL): Amazon EMR バージョン 6.1.0 
以降で設定可能です。prestosql-connector-
hive または trino-connector-hive 設定分類
を使用します。

node.properties PrestoDB: Amazon EMR バージョン 5.6.0 以降で
設定可能です。presto-node 設定分類を使用しま
す。

Trino (PrestoSQL): Amazon EMR バージョン 6.1.0 
以降で設定可能です。prestosql-node または
trino-node 設定分類を使用します。

jvm.config 設定可能ではありません。

PrestoDB と Trino インストール
アプリケーション名 Presto は、クラスターに PrestoDB をインストールするために引き続き使用されま
す。クラスターに Trino をインストールするには、アプリケーション名 Trino (または Amazon EMR の古
いバージョンでは PrestoSQL) を使用します。

PrestoDB または Trino のいずれかをインストールできますが、両方を 1 つのクラスターにインストールす
ることはできません。クラスターの作成時に PrestoDB と Trino の両方を指定すると、検証エラーが発生
し、クラスター作成リクエストは失敗します。

EMRFS とFileSystem PrestoS3の設定
Amazon EMR バージョン 5.12.0 以降では、PrestoDB は EMRFS を使用できます。これがデフォルトの
設定です。EMRFS は、Amazon EMR バージョン 6.1.0 以降の Trino (PrestoSQL) のデフォルトファイ
ルシステムでもあります。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「EMR ファイルシステム 
(EMRFS)」を参照してください。Amazon EMR の以前のバージョンでは、PrestoS3FileSystem が唯一の
設定オプションです。

セキュリティ設定を使用して、Amazon S3 で EMRFS データの暗号化を設定できます。また、Amazon 
S3 への EMRFS リクエストに IAM ロールを使用することもできます。詳細については、「Amazon EMR 
管理ガイド」の「暗号化オプションを理解する」および「Amazon S3 への EMRFS リクエストの IAM 
ロールを設定する」を参照してください。
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Note

Amazon EMR バージョン 5.12.0 を使用して Amazon S3 の基盤となるデータをクエリする
と、Presto エラーが発生することがあります。これは、Presto が emrfs-site.xml から設
定分類値を取得できないためです。回避策として、emrfsusr/lib/presto/plugin/hive-
hadoop2/下にサブディレクトリを作成し、usr/lib/presto/plugin/hive-hadoop2/
emrfs/usr/share/aws/emr/emrfs/conf/emrfs-site.xml既存のファイルへのシンボリッ
クリンクを作成してください。次に、presto-server プロセスを再起動します (sudo presto-
server stopその後に続いてsudo presto-server start)。

EMRFS のデフォルトを上書きして、FileSystem 代わりに PrestoS3 を使用できます。これを行うには、
次の例に示すように presto-connector-hive 設定分類を使用して、hive.s3-file-system-type
を PRESTO に設定します。詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

[ 
   { 
      "Classification": "presto-connector-hive", 
      "Properties": { 
         "hive.s3-file-system-type": "PRESTO" 
      } 
   }
]

PrestoS3 を使用している場合はFileSystem、presto-connector-hive設定分類を使用し
て、PrestoS3trino-connector-hiveFileSystem のプロパティを設定するには Trino を使用してくださ
い。使用可能なプロパティの詳細については、Presto ドキュメントの「Hive Connector」セクションにあ
る「Amazon S3 の設定」を参照してください。これらの設定は EMRFS には適用されません。

エンドユーザー偽装のデフォルト設定
デフォルトでは、Amazon EMR バージョン 5.12.0 以降では、エンドユーザーが HDFS にアク
セスするための偽装を行うことができます。詳細については、Presto のドキュメントの「エ
ンドユーザー偽装」を参照してください。presto-configこの設定を構成分類で変更するに
は、hive.hdfs.impersonation.enabledプロパティをに設定しますfalse。

Presto ウェブインターフェイス用のデフォルトポート
デフォルトでは、Amazon EMR はポート 8889 を使用するように Presto コーディネーターの Presto ウェ
ブインターフェイスを設定します (PrestoDB および Trino の場合)。ポートを変更するには、presto-
confighttp-server.http.port構成分類を使用してプロパティを設定します。詳細について
は、Presto ドキュメントの「Deploying Presto」セクションの「Config properties」を参照してください。

一部のリリースでの Hive バケットの実行に関する問
題
Presto バージョン 152.3 には、特定の状況で Presto のクエリパフォーマンスを大幅に低下させる Hive 
バケットの実行に問題があります。Amazon EMR バージョン 5.0.3、5.1.0、および 5.2.0 には、このバー
ジョンの Presto が含まれています。この問題を軽減するには、次の例に示すようにfalse、presto-
connector-hivehive.bucket-execution構成分類を使用してプロパティをに設定します。

[ 
   { 
      "Classification": "presto-connector-hive", 
      "Properties": { 
         "hive.bucket-execution": "false" 
      } 
   }
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]

Presto リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Presto のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Presto バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 0.278 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr 6.9.0 0.276 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr 6.8.0 0.273 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr 6.7.0 0.272 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
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Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

EMR 5.36.0 0.267 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-6.0 0.267 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-5.35.0 0.266 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr 6.5.0 0.261 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker
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Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.4.0 0.254.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-6.3.1 0.245.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-6.3.0 0.245.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-6.2.1 0.238.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker
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Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.2.0 0.238.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-6.1.1 0.232 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-6.1.0 0.232 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-6.0.1 0.230 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker
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Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.0.0 0.230 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

EMR 5.34.0 0.261 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-5.33.1 0.245.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-5.33.0 0.245.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker
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Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.32.1 0.240.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-5.32.0 0.240.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-5.31.1 0.238.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-5.31.0 0.238.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

2276



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Presto リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Presto バージョン Presto でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.30.2 0.232 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-5.30.1 0.232 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-5.30.0 0.232 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-presto, hcatalog-
server, mariadb-server, presto-
coordinator, presto-worker

emr-5.29.0 0.227 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hive-client, hudi, 
hudi-presto, hcatalog-server, 
mysql-server, presto-coordinator, 
presto-worker
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emr-5.28.1 0.227 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hive-client, hudi, 
hudi-presto, hcatalog-server, 
mysql-server, presto-coordinator, 
presto-worker

emr-5.28.0 0.227 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hive-client, hudi, 
hudi-presto, hcatalog-server, 
mysql-server, presto-coordinator, 
presto-worker

emr-5.27.1 0.224 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.27.0 0.224 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.26.0 0.220 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.25.0 0.220 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.24.1 0.219 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.24.0 0.219 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.23.1 0.215 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.23.0 0.215 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.22.0 0.215 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.21.2 0.215 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.21.1 0.215 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.21.0 0.215 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.20.1 0.214 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.20.0 0.214 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.19.1 0.212 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.19.0 0.212 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.18.1 0.210 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.18.0 0.210 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.17.2 0.206 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.17.1 0.206 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.17.0 0.206 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.16.1 0.203 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.16.0 0.203 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.15.1 0.194 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.15.0 0.194 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.14.2 0.194 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.14.1 0.194 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.14.0 0.194 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.13.1 0.194 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.13.0 0.194 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.12.3 0.188 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.12.2 0.188 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.12.1 0.188 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.12.0 0.188 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.11.4 0.187 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.11.3 0.187 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.11.2 0.187 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.11.1 0.187 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.11.0 0.187 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.10.1 0.187 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.10.0 0.187 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.9.1 0.184 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.9.0 0.184 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.8.3 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.8.2 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.8.1 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.8.0 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.7.1 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.7.0 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.6.1 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.6.0 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.5.4 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.5.3 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.5.2 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.5.1 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.5.0 0.170 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.4.1 0.166 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.4.0 0.166 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.3.2 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.3.1 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.3.0 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.2.3 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.2.2 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.2.1 0.157.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.2.0 0.152.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.1.1 0.152.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.1.0 0.152.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker
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emr-5.0.3 0.152.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

emr-5.0.0 0.150 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hive-client, 
hcatalog-server, mysql-server, 
presto-coordinator, presto-worker

次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Trino のバージョンと、アプリケーションと共にイ
ンストールされるコンポーネントを示しています。バージョン 351 以降、PrestoSQL は Trino に名称が変
更されました。

トリノ (PrestoSQL) のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル トリノ (PrestoSQL) バージョン Trino でインストールされるコン
ポーネント (PrestoSQL)

emr-6.10.0 403 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-trino, hcatalog-server, 
mariadb-server, trino-coordinator, 
trino-worker

emr 6.9.0 398 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-trino, hcatalog-server, 
mariadb-server, trino-coordinator, 
trino-worker
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emr 6.8.0 388 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-trino, hcatalog-server, 
mariadb-server, trino-coordinator, 
trino-worker

emr 6.7.0 378 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-trino, hcatalog-server, 
mariadb-server, trino-coordinator, 
trino-worker

emr-6.0 367 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-trino, hcatalog-server, 
mariadb-server, trino-coordinator, 
trino-worker

emr 6.5.0 360 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-trino, hcatalog-server, 
mariadb-server, trino-coordinator, 
trino-worker
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emr-6.4.0 359 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hive-client, 
hudi, hudi-trino, hcatalog-server, 
mariadb-server, trino-coordinator, 
trino-worker

emr-6.3.1 350 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hive-client, hudi, 
hudi-prestosql, hcatalog-server, 
mariadb-server, prestosql-
coordinator, prestosql-worker

emr-6.3.0 350 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hive-client, hudi, 
hudi-prestosql, hcatalog-server, 
mariadb-server, prestosql-
coordinator, prestosql-worker

emr-6.2.1 343 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hive-client, hudi, 
hudi-prestosql, hcatalog-server, 
mariadb-server, prestosql-
coordinator, prestosql-worker
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emr-6.2.0 343 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hive-client, hudi, 
hudi-prestosql, hcatalog-server, 
mariadb-server, prestosql-
coordinator, prestosql-worker

emr-6.1.1 338 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hive-client, hudi, 
hudi-prestosql, hcatalog-server, 
mariadb-server, prestosql-
coordinator, prestosql-worker

emr-6.1.0 338 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hive-client, hudi, 
hudi-prestosql, hcatalog-server, 
mariadb-server, prestosql-
coordinator, prestosql-worker

トリノ (PrestoSQL) バージョン別リリースノート
• Amazon EMR 6.9.0-トリノ (PrestoSQL) リリースノート (p. 2295)

Amazon EMR 6.9.0-トリノ (PrestoSQL) リリースノート

Amazon EMR 6.9.0-トリノ (PrestoSQL) の新機能

• 長時間実行されるクエリをサポートするために、Trinoにはフォールトトレラント実行メカニズムが搭
載されました。フォールトトレラント実行では、失敗したクエリやそのコンポーネントタスクを再試
行することで、クエリの失敗を軽減できます。詳細については、「Trinoでのフォールトトレラント実
行 (p. 2266)」を参照してください。

2295



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
トリノ (PrestoSQL) バージョン別リリースノート

Amazon EMR 6.9.0-Trino (PrestoSQL) の変更点

Amazon EMR 6.9.0-PrestoDB の変更点

型 説明

Upgrade PrestoDB 0.276 へのアップグレード

Upgrade Hadoop 3.3 のSupport

Upgrade Hudi を 0.12.1 にアップグレード

機能 Amazon EMR と PrestoAWS Lake Formation と
の統合により、GCSC API を使用するインタラク
ティブなワークロードが可能になります。

機能 Keberos を有効にするために、PrestoDB のセキュ
リティ設定に Kerberos 関連の設定を追加しまし
た。

バグフィックス hdfsConfigurationコピー数を減らすために追
加された OSS プルリクエスト #18115 を元に戻し
ました。これにより、EMRFS または Hudi テーブ
ルを使用するときに HDFS 設定のコピーが正しく
行われませんでした。

アマゾン EMR 6.9.0-Trino の変更点

型 説明

Upgrade トリノ 398 にアップグレード

Upgrade Hadoop 3.3 のSupport

機能 クマムシのサポート:HDFS と Amazon S3 での交
換スプーリングのサポートを追加します。詳細に
ついては、「Trinoでのフォールトトレラント実
行 (p. 2266)」を参照してください。

バグフィックス Trino Iceberg を使用していて、Glue カタログが有
効になっている場合は、メタストア URI を追加し
ないでくださいiceberg.properties.

Amazon EMR 6.9.0-トリノ (PrestoSQL) の既知の問題

• Amazon EMR リリース 6.9.0 では、Trino は Apache Ranger に対応しているクラスターでは動作しませ
ん。レンジャーでトリノを使用する必要がある場合は、お問い合わせくださいAWS Support。
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Apache Spark
Apache Spark は、Amazon EMR クラスターの使用による機械学習、ストリーム処理、グラフ分析に役立
つ分散処理フレームワークおよびプログラミングモデルです。Apache Spark は、Apache Hadoop と同様
に、ビッグデータのワークロードを処理するために一般的に使用されているオープンソースの分散処理シ
ステムです。ただし、Spark には Hadoop とはいくつかの顕著な違いがあります MapReduce。Spark は、
最適化された Directed Acyclic Graph (DAG) 実行エンジンを備えており、データをインメモリにアクティ
ブにキャッシュするため、特に特定のアルゴリズムやインタラクティブクエリの場合にパフォーマンスが
向上します。

Spark アプリケーションは、Scala、Java、および Python をネイティブでサポートしています。ま
た、SQL (Spark SQL)、機械学習 (MLlib)、ストリーム処理 (Spark Streaming)、グラフ処理 (GraphX) 用の
緊密に統合されたライブラリもいくつか含まれています。これらのツールを使用すると、さまざまなユー
スケースで Spark フレームワークを活用しやすくなります。

Spark は、他の Hadoop アプリケーションと同時に Amazon EMR クラスターにインストールすることが
でき、EMR ファイルシステム (EMRFS) を利用して Amazon S3 のデータに直接アクセスすることができ
ます。Hive は Spark とも統合されているため、 HiveContext オブジェクトを使用して Spark を使用して 
Hive スクリプトを実行できます。Hive コンテキストは、spark-shell に sqlContext として含められま
す。

Spark で EMR クラスターを設定し、サンプルデータセットを分析するチュートリアルの例について
は、AWSニュースブログの「チュートリアル:Amazon EMR 入門」を参照してください。

Important

Apache Spark バージョン 2.3.1 は Amazon EMR リリース 5.16.0 以降で利用で
き、CVE-2018-8024 および CVE-2018-1334 に対処します。Spark の以前のバージョンを Spark 
バージョン 2.3.1 以降に移行することをお勧めします。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Spark のバージョンと、Amazon 
EMR が Spark と共にインストールするコンポーネントを示しています。

このリリースで Spark と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.10.0 の Spark バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Spark 3.3.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
delta, emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, emr-s3-select, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, iceberg, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave
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Note

Amazon EMR リリース 6.8.0 には Apache Spark 3.3.0 が付属しています。この Spark リリー
スでは、Apache Log4j 2log4j2.properties とそのファイルを使用して Spark プロセス内の 
Log4j を設定します。クラスターで Spark を使用するか、カスタム設定パラメータで EMR ク
ラスターを作成し、Amazon EMR リリース 6.8.0 にアップグレードする場合は、Apache Log4j 
2spark-log4j2 の新しい設定分類とキー形式に移行する必要があります。詳細については、
「Apache Log4j 1.x から Log4j 2.x への移行 (p. 2316)」を参照してください。

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Spark のバージョンと、Amazon 
EMR が Spark と共にインストールするコンポーネントを示しています。

このリリースで Spark と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
5.36.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)」を参照してください。

emr-5.36.0 の Spark バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.36.0 Spark 2.4.8 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

トピック
• Spark を使用したクラスターの作成 (p. 2299)
• Amazon EMR 6.x を使用して Docker で Spark アプリケーションを実行する (p. 2300)
• Spark SQL のメタストアとしての AWS Glue Data Catalog の使用 (p. 2306)
• Spark の設定 (p. 2310)
• Spark パフォーマンスの最適化 (p. 2316)
• Spark 結果フラグメントキャッシュ (p. 2321)
• Spark 用の Nvidia Spark-RAPIDS アクセラレーターの使用 (p. 2324)
• Spark シェルにアクセスする (p. 2328)
• 機械学習で Amazon SageMaker Spark を使用する (p. 2329)
• Spark アプリケーションを作成する (p. 2329)
• Amazon S3 で Spark のパフォーマンスを向上させる (p. 2331)
• Spark ステップを追加する (p. 2345)
• Spark アプリケーション履歴を表示する (p. 2348)
• Spark ウェブ UI にアクセスする (p. 2348)
• Amazon EMR で Apache Spark 用の Amazon Redshift インテグレーションを使用する (p. 2348)
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• Spark リリース履歴 (p. 2353)

Spark を使用したクラスターの作成
次の手順では、EMR コンソールで [Quick Options] (クイックオプション) を使用して、Spark がインス
トールされたクラスターを作成します。

[Advanced Options] (詳細オプション) を使用してクラスター設定を詳細にカスタマイズしたり、アプリ
ケーションをプログラムでインストールするステップを送信してカスタムアプリケーションを実行したり
することもできます。どちらのクラスター作成オプションでも、Spark SQL メタストアとして AWS Glue 
を使用するように選択できます。詳細については、「Spark SQL のメタストアとしての AWS Glue Data 
Catalog の使用 (p. 2306)」を参照してください。

Spark がインストールされたクラスターを起動するには

1. https://console.aws.amazon.com/emr で Amazon EMR コンソールを開きます。
2. [Create cluster] (クラスターの作成) を選択して、[Quick Options] (クイックオプション) を使用しま

す。
3. [Cluster name] (クラスター名) を入力します。
4. [Software Configuration] (ソフトウェア設定) では、[Release] (リリース) オプションを選択します。
5. [Applications] (アプリケーション) では、Spark アプリケーションバンドルを選択します。
6. 必要に応じて他のオプションを選択し、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

Note

クラスターを作成する場合に Spark を設定するには、「Spark の設定 (p. 2310)」を参照して
ください。

AWS CLI を使用し、Spark がインストールされたクラスターを起動するには

• 次のコマンドを使用してクラスターを作成します。

aws emr create-cluster --name "Spark cluster" --release-label emr-5.36.0 --applications 
 Name=Spark \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-
default-roles

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

SDK for Java を使用し、Spark がインストールされたクラスターを起動するには

SupportedProductConfig で使用される RunJobFlowRequest を使用して Spark をアプリケーション
として指定します。

• 次の例は、Java を使用した Spark のあるクラスターを作成する方法を示します。

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
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で Spark アプリケーションを実行する

import com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduce;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.AmazonElasticMapReduceClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.model.*;
import com.amazonaws.services.elasticmapreduce.util.StepFactory;

public class Main { 

 public static void main(String[] args) { 
  AWSCredentials credentials_profile = null;   
  try { 
   credentials_profile = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials(); 
        } catch (Exception e) { 
            throw new AmazonClientException( 
                    "Cannot load credentials from .aws/credentials file. " + 
                    "Make sure that the credentials file exists and the profile name is 
 specified within it.", 
                    e); 
        } 
         
        AmazonElasticMapReduce emr = AmazonElasticMapReduceClientBuilder.standard() 
   .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(credentials_profile)) 
   .withRegion(Regions.US_WEST_1) 
   .build(); 
         
        // create a step to enable debugging in the AWS Management Console 
  StepFactory stepFactory = new StepFactory();  
  StepConfig enabledebugging = new StepConfig() 
      .withName("Enable debugging") 
      .withActionOnFailure("TERMINATE_JOB_FLOW") 
      .withHadoopJarStep(stepFactory.newEnableDebuggingStep()); 
         
        Application spark = new Application().withName("Spark"); 

        RunJobFlowRequest request = new RunJobFlowRequest() 
            .withName("Spark Cluster") 
            .withReleaseLabel("emr-5.20.0") 
            .withSteps(enabledebugging) 
            .withApplications(spark) 
            .withLogUri("s3://path/to/my/logs/") 
         .withServiceRole("EMR_DefaultRole")  
         .withJobFlowRole("EMR_EC2_DefaultRole")  
            .withInstances(new JobFlowInstancesConfig() 
                .withEc2SubnetId("subnet-12ab3c45") 
                .withEc2KeyName("myEc2Key") 
                .withInstanceCount(3) 
                .withKeepJobFlowAliveWhenNoSteps(true) 
                .withMasterInstanceType("m4.large") 
                .withSlaveInstanceType("m4.large") 
            );    
        RunJobFlowResult result = emr.runJobFlow(request);   
     System.out.println("The cluster ID is " + result.toString()); 
 }
}

Amazon EMR 6.x を使用して Docker で Spark アプ
リケーションを実行する

Amazon EMR 6.0.0 では、Spark アプリケーションで Docker コンテナを使用してライブラリの依存関係を
定義できます。クラスター内の各 Amazon EC2 インスタンスに依存関係をインストールする必要はありま
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せん。Docker で Spark を実行するには、まず Docker レジストリを設定し、Spark アプリケーションの送
信時に追加のパラメータを定義する必要があります。詳細については、「Docker 統合の設定」を参照して
ください。

アプリケーションが送信されると、YARN は Docker を呼び出して指定された Docker イメージをプル
し、Docker コンテナ内で Spark アプリケーションを実行します。これにより、依存関係を簡単に定義して
分離できます。結果として、ジョブ実行に必要なライブラリを使用して Amazon EMR クラスター内のイ
ンスタンスをブートストラップまたは準備する時間が短縮されます。

Docker で Spark を実行する際の考慮事項
Docker で Spark を実行するときは、次の前提条件を満たす必要があります。

• docker パッケージと CLI は、コアノードとタスクノードにのみインストールします。
• Amazon EMR 6.1.0 以降では、次のコマンドを使用してプライマリノードに Docker をインストールす

ることもできます。
•
sudo yum install -y docker
sudo systemctl start docker

• spark-submitコマンドは、常に Amazon EMR クラスターのプライマリインスタンスから実行しま
す。

• Docker イメージの解決に使用する Docker レジストリは、分類 API を使用して定義する必要がありま
す。クラスターの起動時に container-executor 分類キーを使用して追加のパラメータを定義しま
す。
• docker.trusted.registries

• docker.privileged-containers.registries

• Docker コンテナで Spark アプリケーションを実行するには、次の設定オプションが必要です。
• YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker

• YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE={DOCKER_IMAGE_NAME}

• Amazon ECR を使用して Docker イメージを取得する場合は、クラスター自体を認証するようにクラス
ターを設定する必要があります。そのためには、次の設定オプションを使用します。
• YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG={DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON_HDFS}

• EMR 6.1.0 以降では、ECR 自動認証機能が有効になっている場合、リストされているコマンド
YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG={DOCKER_CLIENT_CONFIG_PATH_ON_HDFS}
を使用する必要はありません。

• Spark で Docker イメージを使用する場合、Docker イメージに Java をインストールする必要がありま
す。

前提条件の詳細については、「Docker 統合の設定」を参照してください。

Docker イメージの作成
Docker イメージを作成するには Dockerfile を使用します。このファイルは、イメージに含めるパッケージ
と設定を定義します。以下の 2 つの Docker ファイルの例では PySpark 、と SparkR を使用しています。

PySpark ドッカーファイル

この Dockerfile から作成された Docker イメージには、Python 3 と NumPy Python パッケージが含まれま
す。この Dockerfile では、Amazon Linux 2 と Amazon Corretto JDK 8 を使用します。

FROM amazoncorretto:8
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RUN yum -y update
RUN yum -y install yum-utils
RUN yum -y groupinstall development

RUN yum list python3*
RUN yum -y install python3 python3-dev python3-pip python3-virtualenv

RUN python -V
RUN python3 -V

ENV PYSPARK_DRIVER_PYTHON python3
ENV PYSPARK_PYTHON python3

RUN pip3 install --upgrade pip
RUN pip3 install numpy pandas

RUN python3 -c "import numpy as np"

SparkR Dockerfile

この Dockerfile から作成した Docker イメージには、R と randomForest CRAN パッケージが含まれます。
この Dockerfile には、Amazon Linux 2 と Amazon Corretto JDK 8 が含まれます。

FROM amazoncorretto:8

RUN java -version

RUN yum -y update
RUN amazon-linux-extras install R4

RUN yum -y install curl hostname

#setup R configs
RUN echo "r <- getOption('repos'); r['CRAN'] <- 'http://cran.us.r-project.org'; 
 options(repos = r);" > ~/.Rprofile

RUN Rscript -e "install.packages('randomForest')"

Dockerfile の構文の詳細については、Dockerfile リファレンスのドキュメントを参照してください。

Amazon ECR の Docker イメージを使用する
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) は、フルマネージド型の Docker コンテナレジストリで
あり、Docker コンテナイメージの保存、管理、デプロイを容易に行うことができます。Amazon ECR を
使用する場合は、ECR のインスタンスを信頼するようにクラスターを設定する必要があります。また、ク
ラスターが Amazon ECR の Docker イメージを使用するように認証を設定する必要があります。詳細につ
いては、「Amazon ECR にアクセスするための YARN の設定」を参照してください。

Amazon ECR に保存されているイメージに EMR ホストがアクセスできるようにするには、インスタン
スプロファイルに関連付けられた AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly ポリシーからのアクセ
ス許可がクラスターに必要です。詳細については、「AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly ポリ
シー」を参照してください。

この例では、Amazon ECR レジストリが信頼されるように、次の追加設定を使用してクラスターを作成す
る必要があります。123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com エンドポイントを、実際
の Amazon ECR エンドポイントに置き換えます。

[ 

2302

https://docs.docker.com/engine/reference/builder/
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-docker.html#emr-docker-ECR
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ecr_managed_policies.html#AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ecr_managed_policies.html#AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Amazon ECR の Docker イメージを使用する

  { 
    "Classification": "container-executor", 
    "Configurations": [ 
        { 
            "Classification": "docker", 
            "Properties": { 
                "docker.trusted.registries": "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com", 
                "docker.privileged-containers.registries": 
 "local,centos,123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com" 
            } 
        } 
    ] 
  }
]

Amazon ECR PySpark での使用

次の例では PySpark Dockerfile を使用します。このファイルは、タグ付けされて Amazon ECR にアッ
プロードされます。Dockerfile がアップロードされたら、 PySpark ジョブを実行し、Amazon ECR の 
Docker イメージを参照できます。

クラスターを起動したら、SSH を使用してコアノードに接続し、次のコマンドを実行して PySpark 
Dockerfile サンプルからローカルの Docker イメージをビルドします。

まず、ディレクトリと Dockerfile を作成します。

mkdir pyspark
vi pyspark/Dockerfile

PySpark Dockerfile の内容を貼り付け、以下のコマンドを実行して Docker イメージを構築します。

sudo docker build -t local/pyspark-example pyspark/

例の emr-docker-examples ECR リポジトリを作成します。

aws ecr create-repository --repository-name emr-docker-examples

ローカルに構築したイメージにタグを付けて ECR にアップロードし、123456789123.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com を実際の ECR エンドポイントに置き換えます。

sudo docker tag local/pyspark-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-
docker-examples:pyspark-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:pyspark-
example

SSH を使用してプライマリノードに接続し、ファイル名の Pythonmain.py スクリプトを準備します。次
の内容を main.py ファイルに貼り付け、保存します。

from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.appName("docker-numpy").getOrCreate()
sc = spark.sparkContext

import numpy as np
a = np.arange(15).reshape(3, 5)
print(a)
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EMR 6.0.0 でジョブを送信するには、Docker イメージの名前を参照します。追加の設定パラメータを定義
して、ジョブの実行で必ず Docker がランタイムとして使用されるようにします。Amazon ECR を使用す
る場合、YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG は Amazon ECR への認証に使用する
認証情報が含まれている config.json ファイルを参照する必要があります。

DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:pyspark-
example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=$DOCKER_CLIENT_CONFIG 
 \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
--num-executors 2 \
main.py -v

EMR 6.1.0 以降でジョブを送信するには、Docker イメージの名前を参照します。ECR 自動認証が有効に
なっている場合は、次のコマンドを実行します。

DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:pyspark-
example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--num-executors 2 \
main.py -v

ジョブが完了したら、YARN アプリケーション ID をメモし、 PySpark 次のコマンドを使用してジョブの
出力を取得します。

yarn logs --applicationId application_id | grep -C2 '\[\['
LogLength:55
LogContents:
[[ 0  1  2  3  4] 
 [ 5  6  7  8  9] 
 [10 11 12 13 14]]

Amazon ECR での SparkR の使用

次の例では、SparkR Dockerfile にタグを付けて ECR にアップロードします。Dockerfile をアップロード
すると、SparkR ジョブを実行し、Amazon ECR の Docker イメージを参照できます。

クラスターを起動したら、SSH を使用してコアノードに接続し、次のコマンドを実行して SparkR 
Dockerfile の例からローカル Docker イメージを構築します。

まず、ディレクトリと Dockerfile を作成します。

mkdir sparkr
vi sparkr/Dockerfile

SparkR Dockerfile の内容を貼り付け、次のコマンドを実行して Docker イメージを構築します。
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sudo docker build -t local/sparkr-example sparkr/

ローカルに構築したイメージにタグを付けて Amazon ECR にアップロード
し、123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com を実際の Amazon ECR エンドポイントに
置き換えます。

sudo docker tag local/sparkr-example 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-
docker-examples:sparkr-example
sudo docker push 123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:sparkr-
example

SSH を使用してプライマリノードに接続し、という名前の RsparkR.R スクリプトを準備しま
す。sparkR.R ファイルに次の内容を貼り付けます。

library(SparkR)
sparkR.session(appName = "R with Spark example", sparkConfig = 
 list(spark.some.config.option = "some-value"))

sqlContext <- sparkRSQL.init(spark.sparkContext)
library(randomForest)
# check release notes of randomForest
rfNews()

sparkR.session.stop()

EMR 6.0.0 でジョブを送信するには、Docker イメージの名前を参照します。追加の設定パラメータを定義
して、ジョブの実行で必ず Docker がランタイムとして使用されるようにします。Amazon ECR を使用す
る場合、YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG は ECR への認証に使用する認証情報
が含まれている config.json ファイルを参照する必要があります。

DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:sparkr-
example
DOCKER_CLIENT_CONFIG=hdfs:///user/hadoop/config.json
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=$DOCKER_CLIENT_CONFIG 
 \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_CLIENT_CONFIG=
$DOCKER_CLIENT_CONFIG \
sparkR.R

EMR 6.1.0 以降でジョブを送信するには、Docker イメージの名前を参照します。ECR 自動認証が有効に
なっている場合は、次のコマンドを実行します。

DOCKER_IMAGE_NAME=123456789123.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/emr-docker-examples:sparkr-
example
spark-submit --master yarn \
--deploy-mode cluster \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.executorEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_TYPE=docker \
--conf spark.yarn.appMasterEnv.YARN_CONTAINER_RUNTIME_DOCKER_IMAGE=$DOCKER_IMAGE_NAME \
sparkR.R
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ジョブが完了したら、YARN アプリケーション ID を書き留め、次のコマンドを使用して SparkR ジョブの
出力を取得します。次の例では、randomForest ライブラリ、インストールされているバージョン、および
リリースノートが利用可能であることを確認するためのテストを含めています。

yarn logs --applicationId application_id | grep -B4 -A10 "Type rfNews"
randomForest 4.6-14
Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
Wishlist (formerly TODO):

* Implement the new scheme of handling classwt in classification.

* Use more compact storage of proximity matrix.

* Allow case weights by using the weights in sampling?

========================================================================
Changes in 4.6-14:

Spark SQL のメタストアとしての AWS Glue Data 
Catalog の使用

Amazon EMR リリース 5.8.0 以降では、AWS Glue Data Catalog をメタストアとして使用するように 
Spark SQL を設定できます。永続的なメタストア、またはさまざまなクラスター、サービス、アプリケー
ション、あるいは AWS アカウントで共有されるメタストアが必要である場合は、この設定をお勧めしま
す。

AWS Glue は、簡単でコスト効果の高い方法でデータの分類、消去、強化、およびさまざまなデータ
ストア間を確実に移動することができる、フルマネージド型の抽出、変換、ロード (ETL) サービスで
す。AWS Glue Data Catalog は、さまざまなデータソースおよびデータ形式にわたって一本化されたメ
タデータリポジトリを提供します。そのために、Amazon EMR だけでなく、Amazon RDS、Amazon 
Redshift、Redshift Spectrum、Athena、およびその他の Apache Hive メタストアと互換性のあるすべて
のアプリケーションと連携します。AWSGlue クローラは、Amazon S3 のソースデータからスキーマを
自動的に推論し、関連するメタデータを Data Catalog に保存します。Data Catalog の詳細については、
「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue データカタログの作成」を参照してください。

AWS Glue には、別個の料金が適用されます。Data Catalog にメタデータを保存し、保存済みメタデータ
にアクセスするための月別レート、AWS Glue ETL ジョブとクローラランタイムに対して分単位で課金さ
れる時間レート、およびプロビジョニング済みの開発エンドポイントごとに分単位で課金される時間レー
トが適用されます。Data Catalog では、最大 100 万個までのオブジェクトを無料で保存できます。100 
万を超えるオブジェクトを保存した場合は、100,000 オブジェクトごとに 1 USD が課金されます。Data 
Catalog 内のオブジェクトは、テーブル、パーティション、またはデータベースです。詳細については、
「Glue 料金表」を参照してください。

Important

2017 年 8 月 14 日よりも前に Amazon Athena または Amazon Redshift Spectrum を使用してテー
ブルを作成した場合、データベースとテーブルは Athena 管理のカタログに保存されます。この
カタログは、AWS Glue データカタログとは別個のものです。Amazon EMR をこれらのテーブル
に統合するには、AWS Glue データカタログにアップグレードする必要があります。詳細につい
ては、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「AWS Glue データカタログへのアップグレード」
を参照してください。

AWS Glue Data Catalog をメタストアとして指定する
AWS Management Console、AWS CLI、または Amazon EMR API を使用して、AWS Glue Data Catalog 
をメタストアとして指定できます。CLI または API を使用する場合は、Spark の設定分類を使用してデー
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タカタログを指定します。さらに、Amazon EMR 5.16.0 以降では、設定分類を使用して、別の場所にデー
タカタログを指定できますAWS アカウント。コンソールを使用する場合は、[Advanced Options] (詳細オ
プション) または [Quick Options] (クイックオプション) を使用して、Data Catalog を指定できます。

Note

Spark SQL コンポーネントには Zeppelin がインストールされているため、Zeppelin でも AWS 
Glue Data Catalog を使用できます。

New console

新しいコンソールでAWS Glue Data Catalog を Spark メタストアとして指定するには

1. にサインインしAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/emr で Amazon 
EMR コンソールを開きます。

2. 左側のナビゲーションペインの [EMR on EC2] で [クラスター] を選択し、[クラスターの作成] を
選択します。

3. [アプリケーションバンドル] で [Spark] または [カスタム] を選択します。クラスターをカスタマ
イズする場合は、必ず Zeppelin または Spark をアプリケーションの 1 つとして選択してくださ
い。

4. [AWSGlue Data Catalog 設定] で [Spark テーブルメタデータに使用] チェックボックスをオンにし
ます。

5. クラスターに適用されるその他のオプションを選択します。
6. クラスターを起動するには、[クラスターの作成] を選択します。

Old console

古いコンソールでAWS Glue Data Catalog を Spark メタストアとして指定するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い 
Amazon EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるか
についての詳細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順
に選択します。

3. [Release] で、[emr-5.8.0] 以降を選択します。
4. [Release] で、[Spark] または [Zeppelin] を選択します。
5. [AWS Glue Data Catalog 設定] で [Spark テーブルメタデータに使用] を選択します。
6. 必要に応じてクラスターの他のオプションを選択し、[Next (次へ)] 選択してアプリケーションに

適切な他のクラスターオプションを設定します。

AWS CLI

を使用してAWS Glue データカタログを Spark メタストアとして指定するにはAWS CLI

AWS CLI と EMR API を使用した設定分類の指定方法の詳細については、「アプリケーションの設
定 (p. 1515)」を参照してください。

• 次の例に示すように、spark-hive-site 分類を使用して
hive.metastore.client.factory.class の値を指定します。

[ 
  { 
    "Classification": "spark-hive-site", 
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    "Properties": { 
      "hive.metastore.client.factory.class": 
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory" 
    } 
  }
] 
       

別の AWS アカウントでデータカタログを指定するには、以下の例に示すように
hive.metastore.glue.catalogid プロパティを追加します。acct-id は、データカタログ
の AWS アカウントに置き換えます。

[ 
  { 
    "Classification": "spark-hive-site", 
    "Properties": { 
      "hive.metastore.client.factory.class": 
 "com.amazonaws.glue.catalog.metastore.AWSGlueDataCatalogHiveClientFactory", 
      "hive.metastore.glue.catalogid": "acct-id" 
    } 
  }
] 
       

IAM アクセス許可
クラスターの EC2 インスタンスプロファイルには、AWS Glue アクションに対する IAM アクセス許可が
必要です。さらに、AWS Glue Data Catalog オブジェクトの暗号化を有効にする場合は、暗号化に使用す
る AWS KMS key を暗号化、復号、および生成できるロールも必要です。

AWS Glue アクションに対するアクセス許可
Amazon EMR の デフォルトの EC2 インスタンスプロファイルを使用する場合、アクションは必要ありま
せん。EMR_EC2_DefaultRole にアタッチされている AmazonElasticMapReduceforEC2Role 管理ポ
リシーでは、必要なすべての AWS Glue アクションが許可されます。ただし、カスタム EC2 インスタン
スプロファイルとアクセス許可を指定する場合、該当する AWS Glue アクションを設定する必要がありま
す。開始点として AmazonElasticMapReduceforEC2Role 管理ポリシーを使用します。詳細について
は、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスター EC2 インスタンスのサービスロール (EC2 インスタン
スプロファイル)」を参照してください。

AWS Glue データカタログを暗号化/復号するためのアクセス許
可
インスタンスプロファイルには、キーを使用してデータを暗号化および復号するためのアクセス許可が必
要です。以下のステートメントが両方とも適用される場合、これらのアクセス許可を設定する必要はあり
ません。

• AWS Glue の管理キーを使用する AWS Glue Data Catalog オブジェクトの暗号化を有効にする。
• AWS アカウント Glue Data Catalog と同じ AWS にあるクラスターを使用する。

それ以外の場合は、EC2 インスタンスプロファイルにアタッチされたアクセス許可ポリシーに次のステー
トメントを追加する必要があります。

[ 
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    { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "kms:Decrypt", 
                    "kms:Encrypt", 
                    "kms:GenerateDataKey" 
                ], 
                "Resource": "arn:aws:kms:region:acct-
id:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012" 
            } 
        ] 
    }
]

AWS Glue Data Catalog 暗号化の詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「データカタロ
グの暗号化」を参照してください。

リソースベースのアクセス許可
AWS Glue を Amazon EMR で Hive、Spark、または Presto と共に使用する場合、AWS Glue はデータ
カタログのリソースへのアクセスを制御するリソースベースのポリシーをサポートします。これらのリ
ソースには、データベース、テーブル、接続、ユーザー定義関数が含まれます。詳細については、「AWS 
Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue リソースポリシー」を参照してください。

リソースベースのポリシーを使用して、Amazon EMR 内から AWS Glue へのアクセスを制限する場合、
許可ポリシーに指定するプリンシパルは、クラスターの作成時に指定された EC2 インスタンスプロファ
イルに関連付けられたロール ARN である必要があります。例えば、カタログにアタッチされたリソース
ベースのポリシーの場合、以下の例に示されている形式を使用して、クラスター EC2 インスタンスのデ
フォルトサービスロールのロール ARN である EMR_EC2_DefaultRole を指定できます。Principal

arn:aws:iam::acct-id:role/EMR_EC2_DefaultRole

acct-id は AWS Glue アカウント ID とは異なるものにすることができます。これにより、さまざまなア
カウントで EMR クラスターからアクセスできます。異なるアカウントから、複数のプリンシパルを指定
できます。

AWS Glue Data Catalog を使用する場合の考慮事項
AWS Glue データカタログを Spark でメタストアとして使用するときは、以下について考慮します。

• 場所の URI が指定されていないデフォルトデータベースを使用すると、テーブルの作成時に障害が発生
します。回避策として、LOCATION の使用時に s3://EXAMPLE-DOC-BUCKET 句を使用して CREATE 
TABLE などのバケットの場所を指定します。または、デフォルトデータベース以外のデータベース内に
テーブルを作成します。

• AWS Glue 内からのテーブルの名前変更はサポートされていません。
• LOCATION を指定せずに Hive テーブルを作成すると、テーブルデータ

は、hive.metastore.warehouse.dir プロパティによって指定された場所に保管されます。デ
フォルトでは、これは HDFS 内の場所です。別のクラスターがテーブルにアクセスする必要がある
場合、テーブルを作成したクラスターに対する適切なアクセス許可がない限り、処理に失敗します。
さらに、HDFS ストレージは一時的であるため、クラスターが終了すると、テーブルデータは失わ
れ、テーブルを再作成する必要があります。AWS Glue を使用して Hive テーブルを作成するとき
に、Amazon S3 で LOCATION を指定することをお勧めします。または、hive-site 設定分類を使用
して、hive.metastore.warehouse.dir の Amazon S3 で場所を指定できます。これは、すべての 
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Hive テーブルに適用されます。テーブルが HDFS の場所に作成され、それを作成したクラスターがま
だ実行中の場合、AWS Glue 内から Amazon S3 にテーブルの場所を更新できます。詳細については、
「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue コンソールでのテーブルの使用」を参照してくださ
い。

• 引用符とアポストロフィを含むパーティション値はサポートされていません(例: PARTITION 
(owner="Doe's").)。

• 列統計は、emr-5.31.0 以降でサポートされています。
• Hive 認可の使用はサポートされていません。代替策として、AWS Glue リソースベースのポリシーを

使用することを検討してください。詳細については、「リソースベースのポリシーを使用して Amazon 
EMR から AWS Glue データカタログにアクセスする」を参照してください。

Spark の設定
設定分類を使用して、Amazon EMR 上の Spark を設定できます。設定分類の使用方法の詳細については
「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

Amazon EMR の Spark の設定分類には次が含まれます。

• spark—maximizeResourceAllocation プロパティを true または false に設定します。true の場
合、Amazon EMR はクラスターハードウェア設定に基づいて、自動的に spark-defaults プロパティ
を設定します。詳細については、「使用中 maximizeResourceAllocation (p. 2311)」を参照してくださ
い。

• spark-defaults—spark-defaults.conf ファイルに値を設定します。詳細については、Spark ド
キュメントの「Spark Configuration」を参照してください。

• spark-env—spark-env.sh ファイルに値を設定します。詳細については、Spark ドキュメントの
「Environment Variables」を参照してください。

• spark-hive-site— Sparkhive-site.xml の値を設定します。
• spark-log4j— (Amazon EMR リリース 6.7.x 以前)log4j.properties ファイルに値を設定します。

詳細については、Github の log4j.properties.template ファイルを参照してください。
• spark-log4j2— (Amazon EMR リリース 6.8.0 以降)log4j2.properties ファイルに値を設定しま

す。詳細については、Github の log4j2.properties.template ファイルを参照してください。
• spark-metrics—metrics.properties ファイルに値を設定します。設定と詳細については Github 

の metrics.properties.template ファイルと Spark ドキュメントの Metrics をご覧ください。

Note

Spark ワークロードを別のプラットフォームから Amazon EMR に移行する場合、カスタム設定を
追加する前に、Amazon EMR で設定される Spark のデフォルト (p. 2311) でワークロードをテス
トすることをお勧めします。ほとんどのお客様は、デフォルト設定でパフォーマンスが向上され
ます。

トピック
• Amazon EMR で設定される Spark のデフォルト (p. 2311)
• Amazon EMR 6.1.0 での Spark ガベージコレクションの設定 (p. 2311)
• 使用中 maximizeResourceAllocation (p. 2311)
• ノード停止の動作設定 (p. 2312)
• Spark ThriftServer 環境変数 (p. 2314)
• Spark のデフォルト設定の変更 (p. 2314)
• Apache Log4j 1.x から Log4j 2.x への移行 (p. 2316)
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Amazon EMR で設定される Spark のデフォルト
次の表はアプリケーションに影響する spark-defaults で Amazon EMR がどのようにデフォルト値を
設定するか示しています。

Amazon EMR で設定される Spark のデフォルト

設定 説明 値

spark.executor.memory エグゼキュターのプロセスご
とに使用するメモリの量 (例: 
1g、2g)

設定は、クラスター内のコアお
よびタスクインスタンスタイプ
に基づいて行われます。

spark.executor.cores 各エグゼキュターに使用するコ
アの数。

設定は、クラスター内のコアお
よびタスクインスタンスタイプ
に基づいて行われます。

spark.dynamicAllocation.enabled 動的なリソース割り当てを使用
するかどうか。動的なリソース
割り当てでは、ワークロードに
よって、アプリケーションで登
録するエグゼキュターの数を調
整します。

true (emr-4.4.0 以上)

Note

Spark Shuffle Service は 
Amazon EMR によって
自動的に設定されます。

Amazon EMR 6.1.0 での Spark ガベージコレクション
の設定
spark.driver.extraJavaOptions と spark.executor.extraJavaOptions を使用してカスタム
ガーベッジコレクション構成を設定すると、Amazon EMR 6.1.0 とガーベッジコレクション設定で競合が
生じるため、Amazon EMR 6.1 でのドライバーまたはエグゼキューター起動が失敗します。Amazon EMR 
6.1.0 の場合、spark.driver.defaultJavaOptionsspark.executor.defaultJavaOptionsデ
フォルトのガーベッジコレクション設定はおよびを介して設定されます。この設定は、Amazon EMR 
6.1.0 にのみ適用されます。ガーベッジコレクションに関連しない JVM オプション (ロギングの設定用
のオプションなど (-verbose:class)) は、extraJavaOptions で設定できます。詳細については、
「Spark application properties」を参照してください。

使用中 maximizeResourceAllocation
クラスター内の各ノードでリソースを最大限に使用できるようにエグゼキューター
を設定するには、spark 設定分類で maximizeResourceAllocation を true に
設定します。maximizeResourceAllocation は Amazon EMR に固有のもので
す。maximizeResourceAllocation を有効にすると、EMR はコアインスタンスグループのインスタン
スのエグゼキュターで利用可能な最大のコンピューティングとメモリリソースを計算します。次に、計算
された最大値に基づいて対応する spark-defaults 設定を設定します。

Note

HBase などの他の分散アプリケーションでは、クラスターで maximizeResourceAllocation
オプションを使用しないでください。Amazon EMR は分散アプリケーションにカスタム YARN 
設定を使用するため、maximizeResourceAllocation と競合し、Spark アプリケーションが
失敗する可能性があります。

以下に、maximizeResourceAllocation が true に設定された Spark 設定分類の例を示します。
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[ 
  { 
    "Classification": "spark", 
    "Properties": { 
      "maximizeResourceAllocation": "true" 
    } 
  }
]

設定は spark-defaults で設定されます (maximizeResourceAllocation  が有効になって
いる場合)

設定 説明 値

spark.default.parallelism join、、およびユーザーが設定し
ていない場合は並列化などの変
換によって返される RDD のデ
フォルトのパーティション数。 
reduceByKey

YARN コンテナで使用可能な 
CPU コアの数 (2 の倍数)。

spark.driver.memory ドライバープロセスに使用する
メモリの量、 SparkContext つま
り初期化されている場所。 (たと
えば、1g、2g)。

設定は、クラスター内のスレー
ブインスタンスタイプに基づい
て定義されます。ただし、Spark 
ドライバーアプリケーションは
プライマリインスタンスまたは
コアインスタンスのいずれかで
実行できるため (たとえば、それ
ぞれ YARN クライアントモード
とクラスターモードで)、これら 
2 つのインスタンスグループ内の
小さい方のインスタンスタイプ
に基づいて設定されます。

spark.executor.memory エグゼキュターのプロセスご
とに使用するメモリの量 (例: 
1g、2g)

設定は、クラスター内のコアお
よびタスクインスタンスタイプ
に基づいて行われます。

spark.executor.cores 各エグゼキュターに使用するコ
アの数。

設定は、クラスター内のコアお
よびタスクインスタンスタイプ
に基づいて行われます。

spark.executor.instances エグゼキュターの数。 設定は、クラスター内のコアお
よびタスクインスタンスタイプ
に基づいて行われます。同時に
spark.dynamicAllocation.enabled
が明示的に true に設定されてい
ない限り設定されます。

ノード停止の動作設定
Amazon EMR リリース 5.9.0 以降を使用する場合、Amazon EMR の Spark には、手動によるサイズ変更
や自動のスケーリングポリシーの要求によるノードの停止を Spark が適切に処理できるようにするため
の、機能のセットが含まれています。Amazon EMR では Spark に拒否リストメカニズムを実装していま
す。これは YARN の停止メカニズムに基づいて構築されています。このメカニズムにより、停止中のノー
ドで新しいタスクがスケジュールされないようにし、同時に、既に実行中のタスクを完了するようにしま
す。さらに、ノードの終了時にシャッフルブロックが失われた場合に、Spark のジョブを迅速に回復する
ための機能があります。再計算プロセスはすぐに実行され、より少ないステージの再試行でより迅速に再
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計算を行うように最適化されます。シャッフルブロックが見つからないことにより発生するフェッチのエ
ラーによるジョブの失敗を避けることができます。

Important

spark.decommissioning.timeout.thresholdこの設定は、スポットインスタンスを使用
する場合の Spark の耐障害性を向上させるために、Amazon EMR リリース 5.11.0 に追加されま
した。以前のリリースでは、ノードがスポットインスタンスを使用しているときに、そのインス
タンスが入札価格を理由に終了した場合、Spark は終了を正常に処理できない場合があります。
ジョブが失敗する場合があり、シャッフルの再計算に長い時間がかかる場合があります。このた
め、スポットインスタンスを使用する場合は、リリース 5.11.0 以降を使用することをお勧めしま
す。

Spark のノード停止の設定

設定 説明 デフォルト値

spark.blacklist.decommissioning.enabledtrue に設定する
と、Spark は、YARN で
decommissioning 状態にある
ノードの拒否リストを作成しま
す。Spark はそのノードで実行さ
れるエグゼキュターに新しいタ
スクをスケジュールしません。
既に実行中のタスクは完了する
ことができます。

true

spark.blacklist.decommissioning.timeoutdecommissioning 状態
にあるノードが拒否リスト
に載せられる時間。デフォ
ルトではこの値は 1 時間に
設定されています。これは
yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout
のデフォルトと同じです。
ノードが停止期間全体にわ
たって拒否リストに載せられ
るようにするには、この値を
yarn.resourcemanager.decommissioning.timeout
以上に設定します。停止のタ
イムアウトの期限が切れた後、
ノードは decommissioned 状
態に移行し、Amazon EMR は
ノードの EC2 インスタンスを
終了することができます。タイ
ムアウトの期限が切れた後も実
行しているタスクがある場合、
それらのタスクは失われるか、
または強制終了され、他のノー
ドで実行されているエグゼキュ
ターで再スケジュールされま
す。

1h

spark.decommissioning.timeout.thresholdAmazon EMR リリース 5.11.0 
以降で使用できます。指定
は秒単位です。ノードが停止
状態に移行する際、ホストが
この値以下の使用停止時間内
に停止される場合、Amazon 
EMR はノードを拒否リストに

20s
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設定 説明 デフォルト値
追加するだけではなく、ノー
ドが停止状態に移行するのを
待たずに、ホストの状態を 
(spark.resourceManager.cleanupExpiredHost
の指定に従って) クリーン
アップします。これにより、
スポットインスタンスが
yarn.resourcemager.decommissioning.timeout
の値にかかわらず 20 秒以内にタ
イムアウトするため、Spark がス
ポットインスタンスの終了をよ
り良く処理できます。ただし、
他のノードがシャッフルファイ
ルを読み取るための時間が足り
ない場合があります。

spark.resourceManager.cleanupExpiredHosttrue に設定すると、Spark 
は、decommissioned 状態に
あるノードのエグゼキュターに
保存されているすべてのキャッ
シュデータとシャッフルブロッ
クの登録を解除します。これに
より、復旧プロセスが高速化さ
れます。

true

spark.stage.attempt.ignoreOnDecommissionFetchFailuretrue に設定すると、Spark で
のステージの失敗と、停止ノー
ドでの多数のフェッチの失敗に
よるジョブの失敗を回避できま
す。decommissioned 状態にあ
るノードのシャッフルブロック
のフェッチの失敗は、連続する
フェッチのエラーの最大数にカ
ウントされません。

true

Spark ThriftServer 環境変数
Spark では、Hive Thrift Server Port 環境変数である HIVE_SERVER2_THRIFT_PORT が 10001 に設定され
ます。

Spark のデフォルト設定の変更
spark-defaults 設定分類を使用して、spark-defaults.conf 内のデフォルトを変更するか、spark
設定分類の maximizeResourceAllocation 設定を使用します。

次の手順では、CLI またはコンソールを使用して設定を変更する方法を示します。

CLI を使用して、spark.executor.memory が 2g に設定されたクラスターを作成する

• Amazon S3 に格納されている myConfig.json ファイルを参照する次のコマンドを使用して、Spark 
がインストールされ、spark.executor.memory が 2g に設定されたクラスターを作成します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --applications Name=Spark \
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--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2 
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/mybucket/myfolder/myConfig.json

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

myConfig.json:

[ 
    { 
      "Classification": "spark-defaults", 
      "Properties": { 
        "spark.executor.memory": "2G" 
      } 
    } 
  ]

コンソールを使用して、spark.executor.memory が 2g に設定されたクラスターを作成する

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選
択します。

3. [Spark] を選択します。
4. [Edit software settings] (ソフトウェア設定の編集) で、[Enter configuration] (設定の入力) を選択したま

まにしておき、次の設定を入力します。

classification=spark-defaults,properties=[spark.executor.memory=2G]

5. 他のオプションを選択し、 を選択して、[Create cluster] (クラスターの作成) を選択します。

設定するには maximizeResourceAllocation

• Amazon S3 に格納されている myConfig.json ファイルを参照して、Spark がインストールさ
れ、maximizeResourceAllocation が true に設定されたクラスターを AWS CLI を使用して作成
します。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 --applications Name=Spark \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 2 --service-role EMR_DefaultRole_V2 
 --ec2-attributes InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole --configurations https://
s3.amazonaws.com/mybucket/myfolder/myConfig.json

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

myConfig.json:
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[ 
  { 
    "Classification": "spark", 
    "Properties": { 
      "maximizeResourceAllocation": "true" 
    } 
  }
]

Note

Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタンスグループご
とに、クラスター設定を上書きして追加の設定分類を指定できます。これを行うには、Amazon 
EMR コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用します。
詳細については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照し
てください。

Apache Log4j 1.x から Log4j 2.x への移行
Apache Spark リリース 3.2.x 以前のリリースでは、レガシー Apache Log4j 1.xlog4j.properties と
そのファイルを使用して Spark プロセス内の Log4j を設定します。Apache Spark リリース 3.3.0 以降で
は、Apache Log4j 2.xlog4j2.properties とそのファイルを使用して Spark プロセス内の Log4j を設定
します。

6.8.0 以前の Amazon EMR リリースを使用して Apache Spark Log4j を設定した場合は、Amazon 
EMR 6.8.0 以降にアップグレードする前に、spark-log4jspark-log4j2従来の設定分類を削除し、
設定分類とキー形式に移行する必要があります。Amazon EMR リリース 6.8.0 以降では、spark-
log4jValidationException従来の分類が原因でクラスターの作成がエラーで失敗します。Log4j の非
互換性に関連する障害については課金されませんが、spark-log4j続行するには機能しなくなった構成分
類を削除する必要があります。

Apache Log4j 1.x から Log4j 2.x への移行の詳細については、Github の Apache Log4j 移行ガイドと Spark 
Log4j 2 テンプレートを参照してください。

Note

Amazon EMR では、Apache Spark は Apache Log4j 移行ガイドで説明されてい
る.xmllog4j2.properties ファイルではなくファイルを使用します。また、Log4j 1.x ブリッジ
メソッドを使用して Log4j 2.x に変換することはお勧めしません。

Spark パフォーマンスの最適化
Amazon EMR では、Spark 向けに複数のパフォーマンス最適化機能が用意されています。このトピックで
は、それぞれの最適化機能について詳しく説明します。

Spark の設定方法に関する詳細については、「Spark の設定 (p. 2310)」を参照してください。

アダプティブクエリ実行
アダプティブクエリ実行は、ランタイム統計に基づいてクエリプランを再最適化するためのフレームワー
クです。Amazon EMR 5.30.0 以降、Apache Spark 3 からの次のアダプティブクエリ実行最適化が Spark 2 
の Apache EMR ランタイムで利用できます。
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• アダプティブ結合変換
• シャッフルパーティションのアダプティブ結合

アダプティブ結合変換

アダプティブ結合変換は、 sort-merge-join broadcast-hash-joins クエリステージのランタイムサイズに基
づいてオペレーションに変換することにより、クエリのパフォーマンスを向上させます。B は、結合の片
側がすべてのエグゼキューターに出力を効率的にブロードキャストするのに十分な程度小さい場合、交換
をシャッフルして結合の両側をソートする必要がなくなるため、roadcast-hash-joins パフォーマンスがよ
り高くなる傾向があります。アダプティブ結合変換では、Spark broadcast-hash-joins が自動的に実行され
るときのケースの範囲が広がります。

この機能は、デフォルトでご利用になれます。これは、spark.sql.adaptive.enabled を false に
設定することで無効にできます。これにより、アダプティブクエリ実行フレームワークも無効になりま
す。Spark は、 broadcast-hash-join spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold結合側のいずれかの
ランタイムサイズ統計を超えない場合 (デフォルトで 10,485,760 バイト (10 MiB)))、a sort-merge-join を a 
に変換するように決定します。

シャッフルパーティションのアダプティブ結合

シャッフルパーティションのアダプティブ結合により、小さな連続するシャッフルパーティションが結合
され、小さなタスクが多すぎることによるオーバーヘッドを回避することで、クエリのパフォーマンスが
向上します。これにより、事前に初期シャッフルパーティションの数をより高く設定することができ、ラ
ンタイムでターゲットサイズまで削減されるため、シャッフルパーティションがより均等に分散される可
能性が高まります。

この機能は、spark.sql.shuffle.partitions が明示的に設定されていない限り、デフォルトで有
効になっています。これは、spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled を true に設
定することで有効にできます。シャッフルパーティションの初期数とターゲットパーティションのサイ
ズは、それぞれ spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum プロパティと
spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes プロパティを使用して調整できます。この
機能に関連する Spark プロパティの詳細については、以下の表を参照してください。

Spark アダプティブ結合パーティションのプロパティ

プロパティ デフォルト値 説明

spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabledspark.sql.shuffle.partitions
が明示的に設定されている場合
を除き、true

true であり、か
つ、spark.sql.adaptive.enabled 
が true の場合、Spark 
はターゲットサイズ 
(spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes
によって指定) に従って、連続す
るシャッフルパーティションを
結合し、小さいタスクが多くな
り過ぎないようにします。

spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes64MB 結合時のシャッフルパーティ
ションのアドバイザリサイ
ズ (バイト単位)。この設定
は、spark.sql.adaptive.enabled
と
spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled
が両方とも true の場合にのみ効
果があります。

spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum25 結合後のシャッフルパーティ
ションの最小数。この設定
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プロパティ デフォルト値 説明
は、spark.sql.adaptive.enabled
と
spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled
が両方とも true の場合にのみ効
果があります。

spark.sql.adaptive.coalescePartitions.initialPartitionNum1,000 結合前のシャッフルパーティ
ションの初期数。この設定
は、spark.sql.adaptive.enabled
と
spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled
が両方とも true の場合にのみ効
果があります。

ダイナミックパーティションプルーニング
ダイナミックパーティションプルーニングでは、特定のパーティションを特定のクエリを読み取って処理
するテーブル内でより正確に選択し、ジョブパフォーマンスを改善します。読み取って処理するデータ量
を減らすと、ジョブの実行において大幅な時間の節約になります。Amazon EMR 5.26.0 では、この機能
はデフォルトで有効になっています。Amazon EMR 5.24.0 および 5.25.0 では、Spark 内から Spark プロ
パティ spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabled を設定して有効にできます。また、クラス
ターの作成時に有効にすることもできます。

Spark ダイナミックパーティションプルーニングのパーティションのプロパティ

プロパティ [Default Value] (デフォルト値) 説明

spark.sql.dynamicPartitionPruning.enabledtrue true の場合、ダイナミックパー
ティションプルーニングが有効
になります。

spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enforceBroadcastReusetrue true の場合、Spark はクエリの
実行前に防御チェックを行い、
ダイナミックプルーニングフィ
ルターでのブロードキャスト交
換の再利用が、ユーザー定義の
列指向ルールなどの後続の準備
ルールによって破損していない
ことを確認します。再利用が壊
れていて、この config が true
の場合、Spark は影響を受けるダ
イナミックプルーニングフィル
ターを除去し、パフォーマンス
と正確性に関する問題から保護
します。ダイナミックプルーニ
ングフィルターのブロードキャ
スト交換によって、対応する
結合オペレーションのブロード
キャスト交換とは異なる、整合
しない結果が生じると、正確性
に関する問題が発生します。こ
の構成ではユーザー定義の列指
向ルールによって再利用が破損
している場合などのシナリオを
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プロパティ [Default Value] (デフォルト値) 説明
回避できるため、これを false
に設定する場合は慎重に行って
ください。アダプティブクエリ
実行が有効になっている場合、
ブロードキャストの再利用は常
に適用されます。

この最適化は、予定時間に解決される固定述語のプッシュダウンにのみ対応している Spark 2.4.2 の既存
の機能を改良するものです。

Spark 2.4.2 での固定述語のプッシュダウンの例を以下に示します。

partition_col = 5

partition_col IN (1,3,5)

partition_col between 1 and 3

partition_col = 1 + 3

ダイナミックパーティションプルーニングにより、Spark エンジンでランタイムに積極的に情報から推計
でき、パーティションが読み取り、安全に削除できます。たとえば、以下のクエリには、すべてのストア
の販売合計を含み、リージョンごとに分けられた store_sales テーブルと、各国のリージョンのマッピ
ングを含む store_regions テーブルという、2 つのテーブルが含まれます。テーブルには世界中に分散
しているストアに関するデータが含まれていますが、北米のデータのみをクエリします。

select ss.quarter, ss.region, ss.store, ss.total_sales  
from store_sales ss, store_regions sr
where ss.region = sr.region and sr.country = 'North America'

ダイナミックパーティションプルーニングを使用しない場合、このクエリはサブクエリ結果に一致する地
域のサブセットをフィルタリングする前に、すべての地域のデータを読み取ります。ダイナミックパー
ティションプルーニングを使用すると、このクエリはサブクエリで返された地域のパーティションのみ
を読み取り処理します。このため、ストレージのデータの読み取りや履歴の処理が少なくなり、時間とリ
ソースが削減されます。

スカラサブクエリの平坦化
この最適化では、同じテーブルにスカラサブクエリのあるクエリのパフォーマ
ンスを向上させます。Amazon EMR 5.26.0 では、この機能はデフォルトで有効
になっています。Amazon EMR 5.24.0 および 5.25.0 では、Spark プロパティ
spark.sql.optimizer.flattenScalarSubqueriesWithAggregates.enabled をSpark 内で設定
して有効にできます。また、クラスターの作成時に有効にすることもできます。このプロパティを true に
設定すると、可能な場合に、クエリオプティマイザが同じ関係式を使用する集約スカラサブクエリを平坦
化します。スカラサブクエリは、サブクエリ内に存在する述語を集約関数にプッシュし、リレーションご
とにすべての集約関数を使用して 1 つの集約を実行することによって平坦化されます。

以下は、この最適化を行うメリットがあるクエリの例です。

select (select avg(age) from students                    /* Subquery 1 */ 
                 where age between 5 and 10) as group1, 
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 2 */ 
                 where age between 10 and 15) as group2, 
       (select avg(age) from students                    /* Subquery 3 */ 
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                 where age between 15 and 20) as group3

最適化により、以前のクエリが次のように書き換えられます。

select c1 as group1, c2 as group2, c3 as group3
from (select avg (if(age between 5 and 10, age, null)) as c1, 
             avg (if(age between 10 and 15, age, null)) as c2, 
             avg (if(age between 15 and 20, age, null)) as c3 from students);

書き換えられたクエリは一度だけ student テーブルを読み取ります。また、3 つのサブクエリの述語が
avg 関数にプッシュされます。

INTERSECT 前に DISTINCT
この最適化では、INTERSECT を使用する場合の結合を最適化します。Amazon EMR 5.26.0 では、この
機能はデフォルトで有効になっています。Amazon EMR 5.24.0 および 5.25.0 では、Spark プロパティ
spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled をSpark 内で設定して有効にでき
ます。また、クラスターの作成時に有効にすることもできます。INTERSECT を使用したクエリは、左
準結合を使用するように自動変換されます。このプロパティを true に設定すると、クエリオプティマ
イザは、DISTINCT 演算子が a BroadcastHashJoin の代わりに左半結合を a にできることを検出する
と、DISTINCT 演算子を INTERSECT SortMergeJoin の子にプッシュします。

以下は、この最適化を行うメリットがあるクエリの例です。

(select item.brand brand from store_sales, item 
     where store_sales.item_id = item.item_id)
intersect
(select item.brand cs_brand from catalog_sales, item  
     where catalog_sales.item_id = item.item_id)

このプロパティが有効になっていないと
spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled 、クエリは以下のように書き換えら
れます。

select distinct brand from 
  (select item.brand brand from store_sales, item 
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join 
   (select item.brand cs_brand from catalog_sales, item  
     where catalog_sales.item_id = item.item_id) 
 on brand <=> cs_brand

このプロパティを有効にすると spark.sql.optimizer.distinctBeforeIntersect.enabled 、ク
エリは以下のように書き換えられます。

select brand from 
  (select distinct item.brand brand from store_sales, item 
     where store_sales.item_id = item.item_id)
left semi join 
   (select distinct item.brand cs_brand from catalog_sales, item  
     where catalog_sales.item_id = item.item_id) 
 on brand <=> cs_brand

ブルームフィルター結合
この最適化では、結合の一方の側の値から生成されたBloom フィルターを使用して、結合のもう一方の側
を事前にフィルタリングすることで、一部の結合のパフォーマンスを向上させます。Amazon EMR 5.26.0 
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では、この機能はデフォルトで有効になっています。Amazon EMR 5.25.0 では、Spark 内で Spark プロパ
ティ spark.sql.bloomFilterJoin.enabled を true に設定してこの機能を有効にできます。また、
クラスターを作成するときにもこの機能を有効にできます。

以下は、Bloom フィルターを使用することによってメリットがあるクエリの例です。

select count(*)
from sales, item
where sales.item_id = item.id
and item.category in (1, 10, 16)

この機能を有効にすると、Bloom フィルターが、クエリの対象となるカテゴリのセットに属するカテゴリ
を持つすべてのアイテム ID から構築されます。sales テーブルのスキャン中に Bloom フィルターを使用し
て、Bloom フィルターで定義されたセット内に確実に含まれていないアイテムの売上を洗い出します。こ
うすることで、特定されたこれらの売上をできるだけ早い段階で除外できます。

結合順序の最適化
この最適化では、フィルターを持つテーブルを含む結合の順序を変更することでクエリ
のパフォーマンスを向上させることができます。Amazon EMR 5.26.0 では、この機能
はデフォルトで有効になっています。Amazon EMR 5.25.0 では、Spark 設定パラメータ
spark.sql.optimizer.sizeBasedJoinReorder.enabled を true に設定することで、この機能を有
効にすることができます。Spark のデフォルトでは、クエリにリストされている順に、テーブルと左から
右に結合するようになっています。この手法では、フィルターを含む小さい結合を最初に実行し、コスト
の高い結合を後で行うというチャンスを逃してしまいます。

このクエリの例では、ある国のすべての店舗に返品されたすべての商品が報告されます。結合順序を最適
化しなかった場合、Spark は、大きなテーブル 2 つ (store_sales と store_returns) を最初に結合し
た後、これを store と結合し、最後に item と結合します。

select ss.item_value, sr.return_date, s.name, i.desc,  
from store_sales ss, store_returns sr, store s, item i
where ss.id = sr.id and ss.store_id = s.id and ss.item_id = i.id
and s.country = 'USA'

結合順序を最適化した場合、Spark は、まず store_sales をstore と結合します。store にはフィル
ターがあり、store_returns および broadcastable よりも小さいためです。次に store_returns、
最後に item と結合します。item にフィルターがあり、プロードキャストが可能な場合は、結合順序の
変更の対象となるため、store_sales が store と結合され、続いてitem、最後に store_returns と
結合されます。

Spark 結果フラグメントキャッシュ
Amazon EMR 6.6.0 以降には、結果フラグメントを自動的にキャッシュする Spark 結果フラグメント
キャッシュ機能がオプションとして含まれています。これらの結果フラグメントは、選択した Amazon S3 
バケットに保存されているクエリのサブツリーからの結果の一部です。保存されたクエリ結果のフラグメ
ントは、その後のクエリ実行で再利用されるため、クエリが高速になります。

結果フラグメントキャッシュは、Spark SQL クエリを分析し、対象となる結果フラグメントを指定した 
S3 の場所にキャッシュすることで機能します。その後のクエリ実行時に、使用可能なクエリ結果のフラグ
メントが自動的に検出され、S3 から取得されます。結果フラグメントキャッシュは結果セットキャッシュ
とは異なります。結果セットキャッシュでは、後続のクエリが元のクエリと完全に一致しないとキャッ
シュから結果を返しません。データの静的サブセットを繰り返しターゲットとするクエリに使用する場
合、結果フラグメントキャッシュはパフォーマンスを大幅に向上させます。

2321



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Spark 結果フラグメントキャッシュの有効化

2022年までの注文をカウントする次のクエリを考えてみましょう。

select 
    l_returnflag, 
    l_linestatus, 
    count(*) as count_order
from 
    lineitem
where 
    l_shipdate <= current_date 
    and year(l_shipdate) == '2022'
group by 
    l_returnflag, 
    l_linestatus

時間が経つにつれて、このクエリを毎日実行して、その年の総売上を報告する必要があります。結果フラ
グメントキャッシュがないと、その年のすべての日の結果を毎日再計算する必要があります。クエリは時
間が経つにつれて遅くなり、365 日分の結果をすべて再計算する必要がある年末に最も遅くなります。

結果フラグメントキャッシュを有効にすると、キャッシュからその年の過去すべての日の結果を使用しま
す。フィーチャが毎日再計算する必要があるのは 1 日分の結果だけです。フィーチャが結果フラグメント
を計算すると、フィーチャはフラグメントをキャッシュします。その結果、キャッシュを有効にしたクエ
リ時間は速く、後続のクエリでも一定に保たれます。

Spark 結果フラグメントキャッシュの有効化
Spark Result Frame Cache を有効にするには、以下の手順を行います。

1. Amazon S3 にキャッシュバケットを作成し、EMRFS の読み取り/書き込みアクセスを許可します。詳
細については、「Amazon S3 内の EMRFS データへのアクセスを許可する (p. 1553)」を参照してくだ
さい。

2. EMR Spark 設定を設定して、この機能を有効にします。

spark.subResultCache.enabled = true
spark.subResultCache.fs.root.path = s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/cache_dir/

3. バケットの S3 ライフサイクル管理を有効にして、キャッシュファイルを自動的にクリーンアップしま
す。

4. オプションで、 reductionRationThreshold maxBufferSizeおよびプロパティを設定して機能をさらに調
整します。

spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold
spark.sql.subResultCache.maxBufferSize

結果フラグメントキャッシュを使用するときの考慮事
項
Amazon S3 にすでにキャッシュされている結果を再計算せずに使用した場合のコスト削減額は、同じ
キャッシュされた結果を使用できる回数が増えるほど大きくなります。大規模なテーブルスキャンの後に
結果サイズを少なくとも 8 分の 1 に縮小する (つまり、入力サイズと結果の比率が少なくとも 8:1 の) フィ
ルターまたはハッシュ集計を行うクエリには、この機能の最大のメリットがあります。入力と結果の削減
率が大きいほど、コストメリットが大きくなります。結果を生成するコストが Amazon S3 から結果を取
得するコストよりも大きい限り、削減率は小さいけれども、テーブルスキャンとフィルターまたは集計
の間の計算ステップに負荷がかかるクエリにもメリットがあります。デフォルトでは、結果フラグメント
キャッシュは、削減率が 8:1 以上になることを検出した場合にのみ有効になります。
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クエリがキャッシュされた結果を繰り返し再利用する場合、この機能の利点が最も大きくなります。ロー
リングウィンドウクエリやインクリメンタルウィンドウクエリが良い例です。たとえば、30 日間のロー
リングウィンドウクエリがすでに 29 日間実行されている場合、元の入力ソースからターゲットデータの 
30 分の 1 を取得するだけでよく、過去 29 日間のキャッシュされた結果フラグメントを使用します。イン
クリメンタルウィンドウクエリは、ウィンドウの開始が固定されたままなので、さらにメリットがありま
す。クエリを呼び出すたびに、入力ソースからの読み取りを必要とする処理の割合は少なくなります。

結果フラグメントキャッシュを使用する際のその他の考慮事項は次のとおりです。

• 同じクエリフラグメントを持つ同じデータをターゲットとしないクエリは、キャッシュヒット率が低く
なるため、この機能のメリットはありません。

• 削減率が低く、コストのかかる計算ステップを含まないクエリでは、キャッシュされた結果の読み取り
コストは、最初の処理とほぼ同じです。

• 最初のクエリでは、キャッシュへの書き込みコストがかかるため、常に軽微なリグレッションが発生し
ます。

• 結果フラグメントキャッシュ機能はParquetファイルでのみ機能します。他のファイル形式はサポートさ
れていません。

• 結果フラグメントキャッシュ機能のバッファは、ファイル分割サイズが 128 MB 以上のスキャンのみを
キャッシュしようとします。デフォルトのSpark構成では、スキャン・サイズ（スキャンされるすべて
のファイルの合計サイズ）をエグゼキューター・コアの数で割った値が128 MB未満の場合、結果フラグ
メント・キャッシュは無効になります。以下の Spark 構成のいずれかを設定すると、ファイル分割サイ
ズは次のようになります。

min(maxPartitionBytes, max(openCostInBytes, scan size / minPartitionNum))

• spark.sql。 leafNodeDefault並列処理 (デフォルト値は spark.default.parallelism)
• スパーク.sql ファイル。 minPartitionNum (デフォルト値は spark.sql です。 leafNodeDefault並列処理)
• スパーク.sql ファイル。 openCostInバイト
• スパーク.sql ファイル。 maxPartitionBytes

• 結果フラグメントキャッシュ機能は、RDD パーティション単位でキャッシュします。前述の削減率（デ
フォルトは 8:1）は、RDD パーティションごとに評価されます。RDD あたりの削減率が 8:1 よりも大き
い場合と小さい場合の両方で、RDD あたりの削減率が常に 8:1 未満のワークロードよりもパフォーマン
ス上のメリットが小さい場合があります。

• Result Fragment Caching 機能では、キャッシュされる RDD パーティションごとに 16MB の書き込み
バッファがデフォルトで使用されます。RDD パーティションごとに 16 MB を超える書き込みバッファ
がキャッシュされる場合、書き込みが不可能であると判断するコストによってパフォーマンスが低下す
る可能性があります。

• デフォルトでは、Result Fragment Caching は 8:1 未満の縮小率で RDD パーティションの結果をキャッ
シュしようとせず、書き込みバッファの上限を 16MB に設定しますが、これらの値は両方とも次の構成
で調整できます。

spark.sql.subResultCache.reductionRatioThreshold (default: 8.0)
spark.sql.subResultCache.maxBufferSize (default: 16MB, max: 64MB)

• 同じ EMR リリースを使用する複数のクラスターが同じキャッシュ場所を共有できます。結果の正確性
を確保するため、結果フラグメントキャッシュでは Amazon EMR のさまざまなリリースで書き込まれ
たキャッシュ結果を使用しません。

• 結果フラグメントキャッシュは、Spark ストリーミングのユースケースや、Apache Ranger 
RecordServer、AWS Lake Formationまたはが使用されている場合は自動的に無効になります。

• 結果フラグメントキャッシュの読み取り/書き込みには EMRFS と Amazon S3 バケットを使用しま
す。CSE/SSE S3/SSE KMS 暗号化がサポートされています。
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Spark 用の Nvidia Spark-RAPIDS アクセラレー
ターの使用

Amazon EMR リリース 6.2.0 以降では、Nvidia の Apache Spark プラグイン用 RAPIDS アクセラレーター
を使用し、EC2 グラフィックス処理ユニット (GPU) インスタンスタイプを使用して Spark を加速でき
ます。Rapids Accelerator は、コードを変更せずに Apache Spark 3.0 データサイエンスパイプラインの 
GPU を加速させ、データ処理とモデルのトレーニングをスピードアップしつつ、インフラストラクチャコ
ストを大幅に低減します。

以下のセクションでは、Spark 用 Spark-RAPIDS プラグインを使用するように EMR クラスターを構成す
る方法について説明します。

インスタンスタイプの選択
Spark 用の Nvidia Spark-RAPIDS プラグインを使用するには、コアインスタンスグループとタスクイン
スタンスグループが、Spark-RAPIDS のハードウェア要件を満たす EC2 GPU インスタンスタイプを使
用する必要があります。EMR でサポートされる GPU インスタンスタイプの完全なリストについては、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「サポートされるインスタンスタイプ」を参照してください。プライマ
リインスタンスグループのインスタンスタイプは GPU タイプまたは非 GPU タイプのいずれかになります
が、ARM インスタンスタイプはサポートされていません。

クラスターのアプリケーション設定のセットアップ
1. Amazon EMR が新しいクラスターにプラグインをインストールできるようにする

プラグインをインストールするには、クラスターの作成時に次の設定を指定します。

{ 
 "Classification":"spark", 
 "Properties":{ 
  "enableSparkRapids":"true" 
 }
}

2。GPU を使用するように YARN を設定する

YARN での GPU の使用の詳細については、Apache Hadoop ドキュメントの「Using GPU on YARN」を
参照してください。設定の例を次に示します。

{ 
 "Classification":"yarn-site", 
 "Properties":{ 
  "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu", 
  "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu", 
  "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto", 
  "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/bin", 
  "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true", 
  "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/cgroup", 
  "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn", 
  "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor" 
 }
},
{ 
 "Classification":"container-executor", 
 "Properties":{ 
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 }, 
 "Configurations":[ 
  { 
   "Classification":"gpu", 
   "Properties":{ 
    "module.enabled":"true" 
   } 
  }, 
  { 
   "Classification":"cgroups", 
   "Properties":{ 
    "root":"/sys/fs/cgroup", 
    "yarn-hierarchy":"yarn" 
   } 
  } 
 ]
}

3。RAPIDS を使用するように Spark を設定する

Spark が RAPIDS プラグインを使用できるようにするために必要な設定は次のとおりです。

{ 
 "Classification":"spark-defaults", 
 "Properties":{ 
  "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin", 
  "spark.sql.sources.useV1SourceList":"", 
  "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/gpu/
getGpusResources.sh", 
  "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-linux/lib:/usr/local/
cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/cuda/lib:/usr/local/cuda/
lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native" 
 }
}

XGBoost ドキュメントの XGBoost4J-Spark ライブラリは、クラスターで Spark RAPIDS プラグインが有
効になっている場合も使用できます。次の設定を使用して、XGBoost を Spark ジョブと統合できます。

{ 
 "Classification":"spark-defaults", 
 "Properties":{ 
  "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar" 
 }
}

GPU が加速された EMR クラスターの調整に使用できるその他の Spark 設定については、Nvidia.github.io 
ドキュメントの「Rapids Accelerator for Apache Spark tuning guide」を参照してください。

4。YARN キャパシティスケジューラを設定する

DominantResourceCalculator は、GPU のスケジューリングと分離が有効になるように設定する必要
があります。詳細については、Apache Hadoop ドキュメントの「Using GPU on YARN」を参照してくだ
さい。

{ 
 "Classification":"capacity-scheduler", 
 "Properties":{ 
  "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator" 
 }
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}

5。JSON ファイルを作成してすべての設定を含める

Spark クラスターに RAPIDS プラグインを使用するための設定が含まれた JSON ファイルを作成できま
す。このファイルは、後でクラスターの起動時に指定します。

ファイルはローカルまたは S3 に保存できます。クラスターにアプリケーション設定を指定する方法の詳
細については、アプリケーションの設定 (p. 1515) を参照してください。

次に、my-configurations.json という名前のファイルの例を示します。これをテンプレートとして使
用して、独自の設定の構築を開始できます。

[ 
 { 
  "Classification":"spark", 
  "Properties":{ 
   "enableSparkRapids":"true" 
  } 
 }, 
 { 
  "Classification":"yarn-site", 
  "Properties":{ 
   "yarn.nodemanager.resource-plugins":"yarn.io/gpu", 
   "yarn.resource-types":"yarn.io/gpu", 
   "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.allowed-gpu-devices":"auto", 
   "yarn.nodemanager.resource-plugins.gpu.path-to-discovery-executables":"/usr/bin", 
   "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount":"true", 
   "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.mount-path":"/sys/fs/cgroup", 
   "yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.hierarchy":"yarn", 
   "yarn.nodemanager.container-
executor.class":"org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor" 
  } 
 }, 
 { 
  "Classification":"container-executor", 
  "Properties":{ 
    
  }, 
  "Configurations":[ 
   { 
    "Classification":"gpu", 
    "Properties":{ 
     "module.enabled":"true" 
    } 
   }, 
   { 
    "Classification":"cgroups", 
    "Properties":{ 
     "root":"/sys/fs/cgroup", 
     "yarn-hierarchy":"yarn" 
    } 
   } 
  ] 
 }, 
 { 
  "Classification":"spark-defaults", 
  "Properties":{ 
   "spark.plugins":"com.nvidia.spark.SQLPlugin", 
   "spark.sql.sources.useV1SourceList":"", 
   "spark.executor.resource.gpu.discoveryScript":"/usr/lib/spark/scripts/gpu/
getGpusResources.sh", 
   "spark.executor.extraLibraryPath":"/usr/local/cuda/targets/x86_64-linux/lib:/usr/local/
cuda/extras/CUPTI/lib64:/usr/local/cuda/compat/lib:/usr/local/cuda/lib:/usr/local/cuda/
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lib64:/usr/lib/hadoop/lib/native:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native:/docker/usr/lib/hadoop/lib/
native:/docker/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native", 
   "spark.submit.pyFiles":"/usr/lib/spark/jars/xgboost4j-spark_3.0-1.4.2-0.3.0.jar", 
   "spark.rapids.sql.concurrentGpuTasks":"1", 
   "spark.executor.resource.gpu.amount":"1", 
   "spark.executor.cores":"2", 
   "spark.task.cpus":"1", 
   "spark.task.resource.gpu.amount":"0.5", 
   "spark.rapids.memory.pinnedPool.size":"0", 
   "spark.executor.memoryOverhead":"2G", 
   "spark.locality.wait":"0s", 
   "spark.sql.shuffle.partitions":"200", 
   "spark.sql.files.maxPartitionBytes":"512m" 
  } 
 }, 
 { 
  "Classification":"capacity-scheduler", 
  "Properties":{ 
   "yarn.scheduler.capacity.resource-
calculator":"org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DominantResourceCalculator" 
  } 
 }
]

クラスターのブートストラップアクションを追加する
GPU で YARN を使用するには、クラスター上の YARN に対する cgroups アクセス許可を開く必要があり
ます。これは EMR ブートストラップアクションスクリプトを使用して実行できます。

クラスターの作成時にブートストラップアクションスクリプトを指定する方法の詳細については、
「Amazon EMR 管理ガイド」の「ブートストラップアクションの基本」を参照してください。

これは、my-bootstap-action.sh という名前のスクリプトの例です。

#!/bin/bash 
  
set -ex 
  
sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
sudo chmod a+rwx -R /sys/fs/cgroup/devices 
     

クラスターを起動する
最後のステップは、上記のクラスター設定を使用してクラスターを起動することです。これは、EMR CLI 
を使用してクラスターを起動するコマンドの例です。

 aws emr create-cluster \
--release-label emr-6.2.0 \
--applications Name=Hadoop Name=Spark \
--service-role EMR_DefaultRole_V2 \
--ec2-attributes KeyName=my-key-pair,InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole \
--instance-groups InstanceGroupType=MASTER,InstanceCount=1,InstanceType=m4.4xlarge \        
           
                  InstanceGroupType=CORE,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \     
                  InstanceGroupType=TASK,InstanceCount=1,InstanceType=g4dn.2xlarge \
--configurations file:///my-configurations.json \
--bootstrap-actions Name='My Spark Rapids Bootstrap action',Path=s3://my-bucket/my-
bootstrap-action.sh
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Spark シェルにアクセスする
Spark シェルは、Scala REPL (Read-Eval-Print-Loop) がベースになっています。このシェルを使用する
と、Spark プログラムをインタラクティブに作成し、作業をフレームワークに送信できます。Spark シェ
ルにアクセスするには、SSH でプライマリノードに接続し、を呼び出しますspark-shell。プライマリ
ノードへの接続の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「SSH を使用してプライマリノード
Connect する」を参照してください。次の例では、Amazon S3 に格納された Apache HTTP Server アクセ
スログを使用します。

Note

これらの例で使用されているバケットは、米国東部 (バージニア北部) にアクセスできるクライア
ントが使用できます。

デフォルトでは、Spark SparkContextシェルによってと呼ばれる独自のオブジェクトが作成されま
すsc。REPL 内で必要な場合は、このコンテキストを使用できます。SqlContext はシェルでも使用で
き、HiveContext

Example Spark を使用して Amazon S3 に格納されたファイルにおける文字列の出現回数をカウン
トする

この例では、sc を使用して Amazon S3 で textFile を読み取ります。

scala> sc
res0: org.apache.spark.SparkContext = org.apache.spark.SparkContext@404721db

scala> val textFile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/
impressions/dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")

Spark は、textFile と関連付けられたデータ構造を作成します。次に、この例ではログファイル内の文字列 
"cartoonnetwork.com" を含む行の数をカウントします。

scala> val linesWithCartoonNetwork = textFile.filter(line => 
 line.contains("cartoonnetwork.com")).count()
linesWithCartoonNetwork: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = MapPartitionsRDD[2] at filter 
 at <console>:23
<snip>
<Spark program runs>
scala> linesWithCartoonNetwork
res2: Long = 9

Example Python ベースの Spark シェル使用して Amazon S3 に格納されたファイルにおける文字
列の出現回数をカウントする

Spark には、Python ベースのシェルである pyspark も用意されており、Python で記述された Spark プロ
グラムのプロトタイプを作成するために使用できます。と同様にspark-shell、1pyspark 次ノードで
呼び出します。SparkContextこのノードにも同じオブジェクトがあります。

>>> sc
<pyspark.context.SparkContext object at 0x7fe7e659fa50>
>>> textfile = sc.textFile("s3://elasticmapreduce/samples/hive-ads/tables/impressions/
dt=2009-04-13-08-05/ec2-0-51-75-39.amazon.com-2009-04-13-08-05.log")

Spark は、textFile と関連付けられたデータ構造を作成します。次に、この例ではログファイル内の文字列 
"cartoonnetwork.com" を含む行の数をカウントします。

>>> linesWithCartoonNetwork = textfile.filter(lambda line: "cartoonnetwork.com" in 
 line).count()
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15/06/04 17:12:22 INFO lzo.GPLNativeCodeLoader: Loaded native gpl library from the embedded 
 binaries
15/06/04 17:12:22 INFO lzo.LzoCodec: Successfully loaded & initialized native-lzo library 
 [hadoop-lzo rev EXAMPLE]
15/06/04 17:12:23 INFO fs.EmrFileSystem: Consistency disabled, using 
 com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.s3n.S3NativeFileSystem as filesystem implementation
<snip>
<Spark program continues>
>>> linesWithCartoonNetwork
9

機械学習で Amazon SageMaker Spark を使用する
Amazon EMR リリース 5.11.0 以降を使用する場合、aws-sagemaker-spark-sdkコンポーネント
は Spark と共にインストールされます。このコンポーネントは、Amazon SageMaker Spark と Spark 
SageMaker を統合するための関連する依存関係をインストールします。Amazon SageMaker Spark を使
用すると、Amazon SageMaker ステージを使用して Spark 機械学習 (ML) パイプラインを構築できます。
詳細については、Amazon  SageMaker 開発者ガイドの「Amazon SageMaker Spark README」 GitHub 
と「Amazon SageMaker での Apache Spark の使用」を参照してください。

Spark アプリケーションを作成する
Spark アプリケーションは、Scala、Java、または Python で記述できます。Apache Spark ドキュメン
トの「Spark の例」には、Spark アプリケーションの例がいくつかあります。ネイティブにサポート
される以下の 3 つのアプリケーションには、Estimating Pi の例が示されています。詳細な例について
は、$SPARK_HOME/examplesおよびでご覧いただくこともできますGitHub。Spark 用の JAR を構築する
方法の詳細については、Apache Spark ドキュメントの「クイック スタート」を参照してください。

Scala
Scala の互換性の問題を回避するために、Amazon EMR クラスター用の Spark アプリケーションをコンパ
イルするときに、正しい Scala バージョンの Spark の依存関係を使用することをお勧めします。使用すべ
き Scala バージョンは、クラスターにインストールされている Spark のバージョンによって異なります。
例えば、Amazon EMR リリース 5.30.1 は Scala 2.11 でビルドされた Spark 2.4.5 を使用します。クラス
ターが Amazon EMR リリース 5.30.1 を使用している場合は、Scala 2.11 の Spark 依存関係を使用しま
す。Spark で使用されている Scala バージョンの詳細については、「Apache Spark ドキュメント」を参照
してください。

package org.apache.spark.examples
import scala.math.random
import org.apache.spark._

/** Computes an approximation to pi */
object SparkPi { 
  def main(args: Array[String]) { 
    val conf = new SparkConf().setAppName("Spark Pi") 
    val spark = new SparkContext(conf) 
    val slices = if (args.length > 0) args(0).toInt else 2 
    val n = math.min(100000L * slices, Int.MaxValue).toInt // avoid overflow 
    val count = spark.parallelize(1 until n, slices).map { i => 
      val x = random * 2 - 1 
      val y = random * 2 - 1 
      if (x*x + y*y < 1) 1 else 0 
    }.reduce(_ + _) 
    println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n) 
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    spark.stop() 
  }
}

Java
package org.apache.spark.examples;

import org.apache.spark.SparkConf;
import org.apache.spark.api.java.JavaRDD;
import org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext;
import org.apache.spark.api.java.function.Function;
import org.apache.spark.api.java.function.Function2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**  
 * Computes an approximation to pi 
 * Usage: JavaSparkPi [slices] 
 */
public final class JavaSparkPi { 

  public static void main(String[] args) throws Exception { 
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaSparkPi"); 
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf); 

    int slices = (args.length == 1) ? Integer.parseInt(args[0]) : 2; 
    int n = 100000 * slices; 
    List<Integer> l = new ArrayList<Integer>(n); 
    for (int i = 0; i < n; i++) { 
      l.add(i); 
    } 

    JavaRDD<Integer> dataSet = jsc.parallelize(l, slices); 

    int count = dataSet.map(new Function<Integer, Integer>() { 
      @Override 
      public Integer call(Integer integer) { 
        double x = Math.random() * 2 - 1; 
        double y = Math.random() * 2 - 1; 
        return (x * x + y * y < 1) ? 1 : 0; 
      } 
    }).reduce(new Function2<Integer, Integer, Integer>() { 
      @Override 
      public Integer call(Integer integer, Integer integer2) { 
        return integer + integer2; 
      } 
    }); 

    System.out.println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n); 

    jsc.stop(); 
  }
}

Python

import argparse
import logging
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from operator import add
from random import random

from pyspark.sql import SparkSession

logger = logging.getLogger(__name__)
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')

def calculate_pi(partitions, output_uri): 
    """ 
    Calculates pi by testing a large number of random numbers against a unit circle 
    inscribed inside a square. The trials are partitioned so they can be run in 
    parallel on cluster instances. 

    :param partitions: The number of partitions to use for the calculation. 
    :param output_uri: The URI where the output is written, typically an Amazon S3 
                       bucket, such as 's3://example-bucket/pi-calc'. 
    """ 
    def calculate_hit(_): 
        x = random() * 2 - 1 
        y = random() * 2 - 1 
        return 1 if x ** 2 + y ** 2 < 1 else 0 

    tries = 100000 * partitions 
    logger.info( 
        "Calculating pi with a total of %s tries in %s partitions.", tries, partitions) 
    with SparkSession.builder.appName("My PyPi").getOrCreate() as spark: 
        hits = spark.sparkContext.parallelize(range(tries), partitions)\ 
            .map(calculate_hit)\ 
            .reduce(add) 
        pi = 4.0 * hits / tries 
        logger.info("%s tries and %s hits gives pi estimate of %s.", tries, hits, pi) 
        if output_uri is not None: 
            df = spark.createDataFrame( 
                [(tries, hits, pi)], ['tries', 'hits', 'pi']) 
            df.write.mode('overwrite').json(output_uri)

if __name__ == "__main__": 
    parser = argparse.ArgumentParser() 
    parser.add_argument( 
        '--partitions', default=2, type=int, 
        help="The number of parallel partitions to use when calculating pi.") 
    parser.add_argument( 
        '--output_uri', help="The URI where output is saved, typically an S3 bucket.") 
    args = parser.parse_args() 

    calculate_pi(args.partitions, args.output_uri) 

             

Amazon S3 で Spark のパフォーマンスを向上させ
る

Amazon EMR には、Spark を使用して Amazon S3 に保存されたデータのクエリ、読み取り、および書き
込みを行うときのパフォーマンスを最適化するのに役立つ機能が用意されています。

S3 Select では、Amazon S3 に処理を「プッシュダウン」することで一部のアプリケーションの CSV およ
び JSON ファイルのクエリパフォーマンスを向上させることができます。
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EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、EMRFS のマルチパートアップロード機能を使用し
て、Spark SQL、および Datasets で Amazon S3 に Parquet ファイルを書き込むときのパフォーマンスを
向上させます。OutputCommitter DataFrames

トピック
• S3 Select と Spark を使用してクエリパフォーマンスを向上させる (p. 2332)
• EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用する (p. 2335)
• EMRFS S3 向けに最適化されたコミット・プロトコルを使用する (p. 2339)
• EMRFS で Amazon S3 リクエストを再試行する (p. 2343)

S3 Select と Spark を使用してクエリパフォーマンス
を向上させる
Amazon EMR リリース 5.17.0 以降では、Amazon EMR での Spark を使用した S3 Select を使用できま
す。S3 Select では、アプリケーションはオブジェクトに含まれるデータのサブセットのみを取得できま
す。Amazon EMR では、大量のデータセットをフィルタリングして処理する計算作業をクラスターから 
Amazon S3 に「プッシュダウン」することにより、一部のアプリケーションのパフォーマンスを高めるこ
とができます。また、Amazon EMR と Amazon S3 の間で転送されるデータの量も削減されます。

S3 Select は、s3selectCSV および s3selectJSON 値を使用してデータ形式を指定する CSV ファイ
ルと JSON ファイルでサポートされます。詳細な説明と例については、コードで S3 Select を指定す
る (p. 2333)を参照してください。

S3 Select が使用するアプリケーションに適しているかどうかを
確認する
S3 Select が使用するアプリケーションに適しているかどうかを確認するために、S3 Select を使用した場
合と使用しない場合のアプリケーションのベンチマークを行うことをお勧めします。

アプリケーションが S3 Select を使用する候補となるかどうかを判断するには、次のガイドラインを使用
します。

• クエリは元のデータセットの半分以上を除外する。
• Amazon S3 と Amazon EMR クラスター間のネットワーク接続は、転送速度と使用可能な帯域幅が良好

です。Amazon S3 は、HTTP 応答を圧縮しないため、応答サイズは圧縮された入力ファイルと比較して
増加する可能性があります。

考慮事項と制約事項
• お客様が用意した暗号化キーを使用した Amazon S3 サーバー側の暗号化 (SSE-C) とクライアント側の

暗号化はサポートされていません。
• AllowQuotedRecordDelimiters プロパティはサポートされていません。このプロパティを指定した

場合、クエリは失敗します。
• UTF-8 形式の CSV ファイルと JSON ファイルのみがサポートされています。複数行の CSV はサポート

されません。
• 圧縮されていないファイルか gzip ファイルのみがサポートされます。
• nanValue、positiveInf、negativeInf などの Spark CSV と JSON のオプションや破損した記録

に関連するオプション (failfast および dropmalformed モードなど) はサポートされません。
• 小数でのカンマ (,) の使用はサポートされません。たとえば、10,000 はサポートされませんが、10000

はサポートされます。

2332

https://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/mapreduce/OutputCommitter.html
http://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-glacier-select/


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
S3 Select を使用する

• 最後の行のコメント文字はサポートされていません。
• ファイルの末尾にある空の行は処理されません。
• 次のフィルターは Amazon S3 にプッシュダウンされません。

• COUNT() や SUM() などの集計関数。
• 属性を CAST() するフィルター。例えば、CAST(stringColumn as INT) = 1。
• オブジェクトの属性、または複雑な属性を持つフィルター。例えば、intArray[1] = 1, 
objectColumn.objectNumber = 1。

• 値がリテラル値ではないフィルター。例えば、intColumn1 = intColumn2。
• 確認された制限のある S3 Select がサポートするデータ型のみがサポートされます。

コードで S3 Select を指定する
以下の例は、Scala、SQL、R、およびを使用して CSV 用の S3 セレクトを指定する方法を示しています 
PySpark。JSON 用の S3 Select も同じ方法で使用できます。オプション、デフォルト値、および制限の一
覧については、「オプション (p. 2333)」を参照してください。

PySpark

spark 
  .read 
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json 
  .schema(...) // optional, but recommended 
  .options(...) // optional 
  .load("s3://path/to/my/datafiles")

R

read.df("s3://path/to/my/datafiles", "s3selectCSV", schema, header = "true", delimiter 
 = "\t")

Scala

spark 
  .read 
  .format("s3selectCSV") // "s3selectJson" for Json 
  .schema(...) // optional, but recommended 
  .options(...) // optional. Examples:   
  // .options(Map("quote" -> "\'", "header" -> "true")) or 
  // .option("quote", "\'").option("header", "true") 
  .load("s3://path/to/my/datafiles")

SQL

CREATE TEMPORARY VIEW MyView (number INT, name STRING) USING s3selectCSV OPTIONS (path 
 "s3://path/to/my/datafiles", header "true", delimiter "\t")

オプション

s3selectCSV と s3selectJSON を使用するときは、以下のオプションを利用できます。指定しない場
合はデフォルト値が使用されます。
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S3selectCSV のオプション

オプション デフォルト 使用方法

compression "none" 圧縮が使用されているかどうか
を示します。"none" 以外にサ
ポートされる設定は "gzip" の
みです。

delimiter "," フィールドの区切り記号を指定
します。

quote '\"' 引用文字を指定します。空の文
字例は指定できず、文字列を空
にすると XML が不正というエ
ラーが表示されます。

escape '\\' エスケープ文字を指定します。

header "false" "false" はヘッダーがないこと
を指定します。"true" はヘッ
ダーが最初の行にあることを指
定します。最初の行のヘッダー
のみがサポートされ、ヘッダー
の前の空の行はサポートされま
せん。

コメント "#" コメント文字を指定します。コ
メントインジケーターを無効
にすることはできません。つま
り、\u0000 という値はサポート
されません。

nullValue ""

S3selectJSON のオプション

オプション デフォルト 使用方法

compression "none" 圧縮が使用されているかどうか
を示します。"none" 以外にサ
ポートされる設定は "gzip" の
みです。

multiline "false" "false" は JSON が S3 Select
LINES 形式であることを指定
し、入力データの各行に 1 つの 
JSON オブジェクトが含まれて
いることを意味します。"true"
は JSON が S3 Select DOCUMENT
形式であることを指定し、入力
データの複数の行に JSON オブ
ジェクトをまたがらせられるこ
とを意味します。
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EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用する
EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、EMRFS を使用するときの Amazon S3 OutputCommitterへ
のファイル書き込みに対して最適化されている代替実装です。EMRFS S3 向けに最適化されたコミッター
は、ジョブおよびタスクコミットフェーズ中に Amazon S3 で行われるリストオペレーションと名前変更
オペレーションを回避することにより、アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。コミッター
は Amazon EMR リリース 5.19.0 以降で使用でき、Amazon EMR 5.20.0 以降ではデフォルトで有効になっ
ています。コミッターは、Spark SQL DataFrames、または Dataset を使用する Spark ジョブに使用され
ます。Amazon EMR 6.4.0 以降では、Parquet、ORC、テキストベースの形式 (CSV と JSON を含む) な
ど、一般的なあらゆる形式にこのコミッターを使用できます。Amazon EMR 6.4.0 より前のリリースで
は、Parquet 形式のみがサポートされています。コミッターが使用されない状況があります。詳細につい
ては、「EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターの要件 (p. 2335)」を参照してください。

トピック
• EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターの要件 (p. 2335)
• EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターとマルチパートアップロード (p. 2338)
• ジョブの調整に関する考慮事項 (p. 2338)
• Amazon EMR 5.19.0 の EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを有効にする (p. 2339)

EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターの要件
以下の条件が満たされる場合に、EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターが使用されます。

• Amazon S3 にファイルを書きするには DataFrames、Spark SQL または Dataset を使用する Spark ジョ
ブを実行します。Amazon EMR 6.4.0 以降では、Parquet、ORC、テキストベースの形式 (CSV と JSON 
を含む) など、一般的なあらゆる形式にこのコミッターを使用できます。Amazon EMR 6.4.0 より前のリ
リースでは、Parquet 形式のみがサポートされています。

• Amazon EMR でマルチパートアップロードが有効になっている。これがデフォルトです。詳細について
は、「EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターとマルチパートアップロード (p. 2338)」を参照して
ください。

• Spark の組み込みファイル形式のサポートが使用されます。組み込みのファイル形式サポートは、次の
ような場合に使用されます。
• Hive メタストアテーブルでは、Parquet テーブルでは 

whenspark.sql.hive.convertMetastoreParquetspark.sql.hive.convertMetastoreOrctrue
がに設定され、EMR 6.4.0 以降の Orc テーブルではに設定されます。trueデフォルト設定です。

• ジョブによってファイル形式のデータソースまたはテーブルに書き込まれる場合 (たとえば、USING 
parquetターゲットテーブルが句で作成される場合など)。

• ジョブでパーティション分割されていない Hive メタストア Parquet テーブルに書き込む場合。Spark 
の組み込み Parquet サポートはパーティション分割された Hive テーブルをサポートしていません。こ
れは既知の制限です。詳細については、Apache Spark SQL の「Hive メタストア Parquet テーブル変
換」および「 DataFrames および Datasets ガイド」を参照してください。

• デフォルトのパーティションの場所 (${table_location}/k1=v1/k2=v2/ など) に書き込む Spark 
ジョブオペレーションでコミッターが使用される。ジョブオペレーションによってカスタムのパーティ
ション場所に書き込まれる場合、例えば、カスタムのパーティション場所が ALTER TABLE SQL コマン
ドを使用して設定されている場合、コミッターは使用されません。

• Spark で以下の値を使用する。
• spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled プロパティを true

に設定する必要があります。これは、Amazon EMR 5.20.0 以降でのデフォルト設定です。Amazon 
EMR 5.19.0 では、デフォルト値は false です。この値の設定については、「Amazon EMR 5.19.0 の 
EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを有効にする (p. 2339)」を参照してください。

• パーティション化されていない Hive メタストアテーブルに書き込む場合は、Parquet と Orc ファイル
形式のみがサポートされます。 spark.sql.hive.convertMetastoreParquetパーティション化
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されていない Paquet Hivetrue メタストアテーブルに書き込む場合は、に設定する必要があります。
spark.sql.hive.convertMetastoreOrcパーティション化されていない Orc Hivetrue メタスト
アテーブルに書き込む場合は、に設定する必要があります。デフォルト設定です。

• spark.sql.parquet.output.committer.class を
com.amazon.emr.committer.EmrOptimizedSparkSqlParquetOutputCommitter に設定する
必要があります。これはデフォルトの設定です。

• spark.sql.sources.commitProtocolClass は
org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol また
は
org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol
に設定する必要があります。EMR 5.x シリーズバージョン 5.30.0 
以降、および EMR 6.x シリーズバージョン 6.2.0 以降の場
合、org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol
がデフォルト設定です。それよりも前の EMR バージョンの場
合、org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol
がデフォルト設定です。

• Spark ジョブでパーティション分割された Parquet データセットを動的パーティ
ション列で上書きする場合は、partitionOverwriteMode 書き込みオプションと
spark.sql.sources.partitionOverwriteMode を static に設定する必要があります。これは
デフォルトの設定です。

Note

partitionOverwriteMode 書き込みオプションは Spark 2.4.0 で導入されま
した。Amazon EMR リリース 5.19.0 に含まれている Spark バージョン 2.3.2 で
は、spark.sql.sources.partitionOverwriteMode プロパティを設定します。

EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターが使用されない場合
通常、EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、次の状況では使用されません。

状況 コミッターが使われない理由

HDFS に書き込むとき コミッターは、EMRFS を使用した Amazon S3 へ
の書き込みのみをサポートします。

S3A ファイルシステムを使用する場合 コミッターは EMRFS のみをサポートします。

当社の Spark の RDD API を使用する場合 
MapReduce

コミッターは SparkSQL、 DataFrame、または
データセット API の使用のみをサポートします。

以下の Scala の例では、EMRFS S3 に最適化されたコミッターを全体的に (最初の例で) 使用したり、部分
的に (2 番目の例で) 使用したりすることを妨げるいくつかの追加の状況を示しています。

Example -動的パーティション上モード

以下の Scala の例では、Spark に別のコミットアルゴリズムを使用するように指示していま
す。これにより、EMRFS S3 に最適化されたコミッターはまったく使用されません。このコー
ドは、partitionOverwriteModedynamicデータを書き込んでいるパーティションのみを
上書きするようにプロパティを設定します。次に、動的パーティション列がによって指定さ
れpartitionBy、overwrite書き込みモードがに設定されます。

val dataset = spark.range(0, 10) 
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))

dataset.write.mode("overwrite") 
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  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic") 
  .partitionBy("dt") 
  .parquet("s3://EXAMPLE-DOC-BUCKET/output")

EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用しないようにするには、3 つの設定をすべて設定する必
要があります。これを行うと、Spark は Spark のコミットプロトコルで指定されている別のコミットアル
ゴリズムを実行します。5.30.0 より前の Amazon EMR 5.x リリースと 6.2.0 より前の Amazon EMR 6.x 
リリースの場合、コミットプロトコルは Spark のステージングディレクトリを使用します。ステージング
ディレクトリは、で始まる出力場所に作成される一時ディレクトリです.spark-staging。このアルゴリ
ズムはパーティションディレクトリの名前を順番に変更するので、パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能
性があります。Amazon EMR リリース 5.30.0 以降および 6.2.0 以降の詳細については、を参照してくださ
いEMRFS S3 向けに最適化されたコミット・プロトコルを使用する (p. 2339)。

Spark 2.4.0 のアルゴリズムは以下の手順に従います。

1. タスク試行により、Spark のステージングディレクトリ (${outputLocation}/spark-staging-
${jobID}/k1=v1/k2=v2/ など) の下のパーティションディレクトリに出力が書き込まれます。

2. 書き込まれたパーティションごとに、タスク試行は相対パーティションパス (k1=v1/k2=v2 など) を管
理します。

3. タスクが正常に完了すると、追跡されたすべての相対パーティションパスがドライバーに渡されます。
4. すべてのタスクが完了した後、ジョブのコミットフェーズでは、成功したタスクの試行によって Spark 

のステージングディレクトリに書き込まれたすべてのパーティションディレクトリが収集されます。
ディレクトリツリーの名前変更オペレーションを使用して、これらの各ディレクトリの名前が最終的な
出力場所に順番に変更されます。

5. ステージングディレクトリがジョブのコミットフェーズの完了前に削除されます。

Example -カスタムのパーティション場所

この例では、Scala コードは 2 つのパーティションを挿入します。1 つのパーティションはカスタムの
パーティション場所を使用します。もう 1 つのパーティションはデフォルトのパーティション場所を使用
します。EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、デフォルトのパーティション場所を使用するパー
ティションへのタスク出力の書き込みにのみ使用されます。

val table = "dataset"
val location = "s3://bucket/table" 
                             
spark.sql(s""" 
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)  
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)  
  LOCATION '$location'
""") 
                             
// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s""" 
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')  
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""") 
                             
// Add another partition using default location
spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')") 
                             
def asDate(text: String) = lit(text).cast("date") 
                             
spark.range(0, 10) 
  .withColumn("dt", 
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29"))) 
  .write.insertInto(table)
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Scala コードは以下の Amazon S3 オブジェクトを作成します。

custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$

カスタムのパーティション場所に書き込むとき、先ほどの例と同様のコミットアルゴリズムが使用されま
す。前の例と同様に、このアルゴリズムでは名前が順番に変更されるため、パフォーマンスに悪影響を及
ぼす可能性があります。

1. カスタムのパーティション場所に出力を書き込むとき、タスクでは最終的な出力場所に作成される 
Spark のステージングディレクトリにファイルを書き込みます。ファイルの名前には、ファイルの競合
から保護するためのランダムな UUID が含まれます。タスクの試行によって各ファイルが最終的な出力
パスと共に追跡されます。

2. タスクが正常に完了すると、ドライバーにファイルとそれらの最終的な出力パスが渡されます。
3. すべてのタスクが完了した後、ジョブのコミットフェーズでは、カスタムのパーティション場所に書き

込まれたすべてのファイルの名前が、最終的な出力パスに順番に変更されます。
4. ステージングディレクトリがジョブのコミットフェーズの完了前に削除されます。

EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターとマルチパートアッ
プロード
EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用するには、Amazon EMR でマルチパートアップロー
ドを有効にする必要があります。マルチパートアップロードは、デフォルトで有効になっています。ま
た、必要に応じて再度有効にすることができます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の
「Amazon S3 用のマルチパートアップロードを設定する」を参照してください。

EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、マルチパートアップロードのトランザクションのよ
うな特性を利用して、タスクのコミット時にタスクの試行によって書き込まれたファイルのみがジョ
ブの出力場所に表示されるようにします。このようにマルチパートアップロードを使用することで、 
FileOutputCommitter コミッターはデフォルトのアルゴリズムバージョン 2 よりもタスクコミットのパ
フォーマンスを向上させます。EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用するにあたっては、従来
のマルチパートアップロードとのいくつかの重要な違いを考慮する必要があります。

• マルチパートアップロードは常にファイルサイズに関係なく実行されます。これは EMRFS の
デフォルトの動作とは異なり、マルチパートアップロードがトリガーされるファイルサイズは
fs.s3n.multipart.uploads.split.size プロパティで制御されます。

• タスクがコミットされるか中止されるまで、マルチパートアップロードは長期間不完全な状態になりま
す。これは EMRFS のデフォルトの動作とは異なり、タスクで指定されたファイルの書き込みが終了す
るとマルチパートアップロードが完了します。

このような違いにより、タスクが実行されて Amazon S3 へのデータの書き込みが行われているときに 
Spark Executor JVM がクラッシュしたり強制終了されたりすると、不完全なマルチパートアップロード
が残される可能性が高くなります。そのため、EMRFS S3 に最適化されたコミッターを使用するときは、
失敗したマルチパートアップロードの管理に関するベストプラクティスに従ってください。詳細について
は、「Amazon EMR 管理ガイド」の Amazon S3 バケットの処理に関するベストプラクティスを参照して
ください。

ジョブの調整に関する考慮事項
EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターは、タスクがコミットされるか中止されるまで、タスクの試
行によって書き込まれた各ファイルのために少量のメモリを消費します。ほとんどのジョブで消費され
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るメモリの量は無視できる程度です。多数のファイルを書き込む長時間のタスクを含むジョブの場合、
コミッターが消費するメモリが多くなり、Spark エグゼキュターに割り当てれたメモリの調整が必要に
なることがあります。エグゼキュターのメモリは、spark.executor.memory プロパティを使用して調
整できます。ガイドラインとして、100,000 個のファイルを書き込む 1 つのタスクでは、一般的に 100 
MB のメモリを追加する必要があります。詳細については、Apache Spark Configuration ドキュメントの
「Application Properties」を参照してください。

Amazon EMR 5.19.0 の EMRFS S3 向けに最適化されたコミッ
ターを有効にする
Amazon EMR 5.19.0 を使用している場合は、クラスターの作成時、または Spark 内から (Amazon EMR 
を使用しているとき)、spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled
プロパティを true に手動で設定できます。

EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターをクラスターの作成時に有効にする
spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled プロパティを true に
設定するには、spark-defaults 設定分類を使用します。詳細については、「アプリケーションの設
定 (p. 1515)」を参照してください。

EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを Spark から有効にする
spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled は、SparkConf でハー
ドコーディングするか、Spark シェルまたは spark-submit および spark-sql ツールで --conf パ
ラメータとして渡すか、conf/spark-defaults.conf によって true に設定できます。詳細について
は、Apache Spark ドキュメントの「Spark Configuration」を参照してください。

次の例は、spark-sql コマンドの実行中にコミッターを有効にする方法を示しています。

spark-sql \ 
  --conf spark.sql.parquet.fs.optimized.committer.optimization-enabled=true \ 
  -e "INSERT OVERWRITE TABLE target_table SELECT * FROM source_table;"

EMRFS S3 向けに最適化されたコミット・プロトコル
を使用する
EMRFS S3 向けに最適化されたコミットプロトコルは、EMRFS を使用するときの Amazon S3
FileCommitProtocolへのファイルの書き込みに対して最適化されている代替実装です。このプロトコル
は、Spark の動的パーティション上書きジョブのコミットフェーズ中に Amazon S3 での名前変更操作を回
避することで、アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。

EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターを使用する (p. 2335)また、名前変更操作を避けることでパ
フォーマンスが向上することにも注意してください。ただし、コミットプロトコルの改善は動的パーティ
ションの上書きの場合のみを対象としているのに対し、動的パーティションの上書きの場合は機能しませ
ん。

コミットプロトコルは、Amazon EMR リリース 5.30.0 以降および 6.2.0 以降で使用でき、デフォルトで有
効になっています。Amazon EMR では、リリース 5.31.0 以降、並列処理が改善されました。このプロト
コルは、Spark SQL DataFrames、または Dataset を使用する Spark ジョブに使用されます。コミットプ
ロトコルが使用されない状況があります。詳細については、「EMRFS S3 向けに最適化されたコミット・
プロトコルの要件 (p. 2335)」を参照してください。

トピック
• EMRFS S3 向けに最適化されたコミット・プロトコルの要件 (p. 2340)
• EMRFS S3 向けに最適化されたコミットプロトコルとマルチパートアップロード (p. 2342)
• ジョブの調整に関する考慮事項 (p. 2343)
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EMRFS S3 向けに最適化されたコミット・プロトコルの要件
以下の条件が満たされると、EMRFS S3 向けに最適化されたコミットプロトコルが使用されます。

• Spark SQL、または Datasets を使用して DataFrames、分割テーブルを上書きする Spark ジョブを実行
する。

• パーティション上書きモードがのSparkジョブを実行しますdynamic。
• Amazon EMR でマルチパートアップロードが有効になっている。これがデフォルトです。詳細について

は、「EMRFS S3 向けに最適化されたコミットプロトコルとマルチパートアップロード (p. 2342)」を
参照してください。

• EMRFS のファイルシステムキャッシュは有効になっています。これがデフォルトで
す。fs.s3.impl.disable.cache設定がに設定されていることを確認しますfalse。

• Spark の組み込みデータソースサポートが使用されます。ビルトインデータソースサポートは、次の状
況で使用されます。
• ジョブが組み込みのデータソースまたはテーブルに書き込むとき。
• ジョブが Hive メタストアの Parquet テーブルに書き込まれるとき。これ

はspark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable、spark.sql.hive.convertMetastoreParquetお
よびが両方とも true に設定されている場合に発生します。デフォルト設定です。

• ジョブが Hive メタストア ORC テーブルに書き込まれるとき。これ
はspark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable、spark.sql.hive.convertMetastoreOrcお
よびが両方に設定されている場合に発生しますtrue。デフォルト設定です。

• たとえば、デフォルトのパーティションの場所に書き込むSparkジョブ操作は、${table_location}/
k1=v1/k2=v2/コミットプロトコルを使用します。ジョブオペレーションによってカスタムのパーティ
ション場所に書き込まれる場合、例えば、ALTER TABLE SQLコマンドを使用してカスタムのパーティ
ション場所が設定されている場合、このプロトコルは使用されません。

• Spark で以下の値を使用する。
• spark.sql.sources.commitProtocolClass を
org.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLEmrOptimizedCommitProtocol に設
定する必要があります。これは Amazon EMR リリース 5.30.0 以降、および 6.2.0 以降のデフォルト
設定です。

• partitionOverwriteModewritespark.sql.sources.partitionOverwriteMode オプションま
たははに設定する必要がありますdynamic。デフォルトの設定は、static です。

Note

partitionOverwriteMode 書き込みオプションは Spark 2.4.0 で導入されま
した。Amazon EMR リリース 5.19.0 に含まれている Spark バージョン 2.3.2 で
は、spark.sql.sources.partitionOverwriteMode プロパティを設定します。

• Spark ジョブが Hive メタストアの Parquet テーブルに上書きされる場合
はspark.sql.hive.convertMetastoreParquetspark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable、、、spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteModeを
に設定する必要がありますtrue。デフォルト設定があります。

• Spark ジョブが Hive メタストア ORC テーブルに上書きされる場合
はspark.sql.hive.convertMetastoreOrcspark.sql.hive.convertInsertingPartitionedTable、、spark.sql.hive.convertMetastore.partitionOverwriteModeを
に設定する必要がありますtrue。デフォルト設定があります。

Example -動的パーティション上モード

この Scala の例では、最適化がトリガーされます。まず、partitionOverwriteModeプロパティをに
設定しますdynamic。これにより、データを書き込んでいるパーティションのみが上書きされます。次
に、partitionByで動的パーティション列を指定し、書き込みモードをに設定しますoverwrite。

val dataset = spark.range(0, 10) 
  .withColumn("dt", expr("date_sub(current_date(), id)"))
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dataset.write.mode("overwrite")                 // "overwrite" instead of "insert" 
  .option("partitionOverwriteMode", "dynamic")  // "dynamic" instead of "static"   
  .partitionBy("dt")                            // partitioned data instead of 
 unpartitioned data 
  .parquet("s3://EXAMPLE-DOC-BUCKET/output")    // "s3://" to use EMR file system, instead 
 of "s3a://" or "hdfs://"

EMRFS S3 向けに最適化されたコミット・プロトコルが使用されない場合
一般的に、EMRFS S3 に最適化されたコミットプロトコルは、オープンソー
スのデフォルトの Spark SQL コミットプロトコルと同じように機能しま
すorg.apache.spark.sql.execution.datasources.SQLHadoopMapReduceCommitProtocol。
以下の状況では、最適化は行われません。

状況 コミットプロトコルが使用されない理由

HDFS に書き込むとき コミットプロトコルは、EMRFS を使用した 
Amazon S3 への書き込みのみをサポートします。

S3A ファイルシステムを使用する場合 コミットプロトコルは EMRFS のみをサポートし
ます。

当社の Spark の RDD API を使用する場合 
MapReduce

コミットプロトコルは、SparkSQL、 
DataFrame、またはデータセット API の使用のみ
をサポートします。

動的パーティションの上書きがトリガーされない
場合

コミットプロトコルは、動的パーティションの上
書きの場合のみ最適化します。その他のケースに
ついては、を参照してくださいEMRFS S3 向けに
最適化されたコミッターを使用する (p. 2335)。

以下の Scala の例は、EMRFS S3 に最適化されたコミットプロトコルが委任するその他の状況を示してい
ますSQLHadoopMapReduceCommitProtocol。

Example -カスタムのパーティション位置による動的パーティション上モード

この例では、Scala プログラムは動的パーティション上書きモードで 2 つのパーティションを上書きしま
す。1 つのパーティションはカスタムのパーティション場所を使用します。もう 1 つのパーティションは
デフォルトのパーティション場所を使用します。EMRFS S3 に最適化されたコミットプロトコルは、デ
フォルトのパーティションロケーションを使用するパーティションのみを改善します。

val table = "dataset"
val inputView = "tempView"
val location = "s3://bucket/table" 
                             
spark.sql(s""" 
  CREATE TABLE $table (id bigint, dt date)  
  USING PARQUET PARTITIONED BY (dt)  
  LOCATION '$location'
""")

// Add a partition using a custom location
val customPartitionLocation = "s3://bucket/custom"
spark.sql(s""" 
  ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-28')  
  LOCATION '$customPartitionLocation'
""")

// Add another partition using default location
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spark.sql(s"ALTER TABLE $table ADD PARTITION (dt='2019-01-29')")

def asDate(text: String) = lit(text).cast("date")    
                        
spark.range(0, 10) 
  .withColumn("dt", 
    when($"id" > 4, asDate("2019-01-28")).otherwise(asDate("2019-01-29"))) 
  .createTempView(inputView) 
   
// Set partition overwrite mode to 'dynamic'
spark.sql(s"SET spark.sql.sources.partitionOverwriteMode=dynamic") 
   
spark.sql(s"INSERT OVERWRITE TABLE $table SELECT * FROM $inputView")

Scala コードは以下の Amazon S3 オブジェクトを作成します。

custom/part-00001-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
custom_$folder$
table/_SUCCESS
table/dt=2019-01-29/part-00000-035a2a9c-4a09-4917-8819-e77134342402.c000.snappy.parquet
table/dt=2019-01-29_$folder$
table_$folder$

Note

以前のバージョンのSparkでカスタムパーティションの場所に書き込むと、データが失われる可
能性があります。この例では、dt='2019-01-28'パーティションは失われます。詳細について
は、「SPARK-35106」を参照してください。Amazon EMR リリース 5.33.0 以降では、6.0.x お
よび 6.1.x を除きます。

カスタムのパーティション場所に書き込むとき、先ほどの例と同様のコミットアルゴリズムが使用されま
す。前の例と同様に、このアルゴリズムでは名前が順番に変更されるため、パフォーマンスに悪影響を及
ぼす可能性があります。

Spark 2.4.0 のアルゴリズムは以下の手順に従います。

1. カスタムのパーティション場所に出力を書き込むとき、タスクでは最終的な出力場所に作成される 
Spark のステージングディレクトリにファイルを書き込みます。ファイルの名前には、ファイルの競合
から保護するためのランダムな UUID が含まれます。タスクの試行によって各ファイルが最終的な出力
パスと共に追跡されます。

2. タスクが正常に完了すると、ドライバーにファイルとそれらの最終的な出力パスが渡されます。
3. すべてのタスクが完了した後、ジョブのコミットフェーズでは、カスタムのパーティション場所に書き

込まれたすべてのファイルの名前が、最終的な出力パスに順番に変更されます。
4. ステージングディレクトリがジョブのコミットフェーズの完了前に削除されます。

EMRFS S3 向けに最適化されたコミットプロトコルとマルチ
パートアップロード
EMRFS S3 向けに最適化されたコミットプロトコルで動的パーティション上書き最適化を使用するに
は、Amazon EMR でマルチパートアップロードを有効にする必要があります。マルチパートアップロード
は、デフォルトで有効になっています。また、必要に応じて再度有効にすることができます。詳細につい
ては、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon S3 用のマルチパートアップロードを設定する」を参照
してください。

動的パーティションの上書き中、EMRFS S3に最適化されたコミットプロトコルは、マルチパートアップ
ロードのトランザクションのような特性を利用して、タスク試行によって書き込まれたファイルが、ジョ
ブのコミット時にのみジョブの出力場所にのみ表示されるようにします。このようにマルチパートアップ
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ロードを使用することで、コミットプロトコルはジョブのコミットのパフォーマンスをデフォルトよりも
向上させますSQLHadoopMapReduceCommitProtocol。EMRFS S3 に最適化されたコミットプロトコ
ルを使用する場合、従来のマルチパートアップロードの動作とは考慮すべき重要な違いがいくつかありま
す。

• マルチパートアップロードは常にファイルサイズに関係なく実行されます。これは EMRFS の
デフォルトの動作とは異なり、マルチパートアップロードがトリガーされるファイルサイズは
fs.s3n.multipart.uploads.split.size プロパティで制御されます。

• タスクがコミットされるか中止されるまで、マルチパートアップロードは長期間不完全な状態になりま
す。これは EMRFS のデフォルトの動作とは異なり、タスクで指定されたファイルの書き込みが終了す
るとマルチパートアップロードが完了します。

このような違いにより、タスクが実行されて Amazon S3 へのデータの書き込みが行われているときに 
Spark Executor JVM がクラッシュしたり強制終了されたりすると、不完全なマルチパートアップロードが
残される可能性が高くなります。このため、EMRFS S3 に最適化されたコミットプロトコルを使用する場
合は、失敗したマルチパートアップロードを管理するためのベストプラクティスを必ず守ってください。
詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の Amazon S3 バケットの処理に関するベストプラクティ
スを参照してください。

ジョブの調整に関する考慮事項
Spark エグゼキューターでは、EMRFS S3 に最適化されたコミットプロトコルは、タスクがコミットまた
は中止されるまで、タスク試行によって書き込まれるファイルごとに少量のメモリを消費します。ほとん
どのジョブで消費されるメモリの量は無視できる程度です。

Spark ドライバーでは、EMRFS S3 に最適化されたコミットプロトコルでは、ジョブがコミットまたは中
止されるまで、コミットされた各ファイルのメタデータ情報を保存するためのメモリが必要です。ほとん
どのジョブでは、デフォルトのSparkドライバーのメモリー設定はごくわずかです。

実行時間が長く、大量のファイルを書き込むタスクがあるジョブでは、コミットプロトコルが
消費するメモリが目立ち、Spark、特にSparkエグゼキューターに割り当てられるメモリーの調
整が必要になる場合があります。Sparkspark.driver.memory ドライバーのプロパティーと 
Sparkspark.executor.memory エグゼキューターのプロパティーを使用してメモリーをチューニン
グできます。ガイドラインとして、100,000 個のファイルを書き込む 1 つのタスクでは、一般的に 100 
MB のメモリを追加する必要があります。詳細については、Apache Spark Configuration ドキュメントの
「Application Properties」を参照してください。

EMRFS で Amazon S3 リクエストを再試行する
このトピックでは、EMRFS を使用して Amazon S3 にリクエストを行うときに使用できる再試行戦略につ
いて説明します。リクエストレートが上昇すると、S3 は新しいレートをサポートするためにスケーリング
を試みます。このプロセス中、S3 はリクエストをスロットルし、503 Slow Down エラーを返す場合があ
ります。S3 リクエストの成功率を高めるために、emrfs-site 設定でプロパティを設定し、再試行戦略
を調整できます。

次の方法で再試行戦略を調整できます。

• デフォルトのエクスポネンシャルバックオフ再試行戦略の再試行上限を増やします。
• additive-increase/multiplicative-decrease (AIMD) 再試行戦略を有効にして設定します。AIMD は Amazon 

EMR リリース 6.4.0 以降でサポートされています。

デフォルトのエクスポネンシャルバックオフ戦略を使用する
デフォルトでは、EMRFS はエクスポネンシャルバックオフ戦略を使用して Amazon S3 リクエストを再
試行します。EMRFS のデフォルトの再試行上限は 15 です。S3 503 Slow Down エラーを回避するため
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に、新しいクラスターを作成するときに、実行中のクラスターで、またはアプリケーションのランタイム
で、再試行上限を増やすことができます。

再試行上限を増やすには、emrfs-site で fs.s3.maxRetries の値を変更する必要があります。以下の
設定例では、fs.s3.maxRetries をカスタム値の 30 に設定します。

[ 
    { 
      "Classification": "emrfs-site", 
      "Properties": { 
        "fs.s3.maxRetries": "30" 
      } 
    }
]

設定オブジェクトの処理の詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

AIMD 再試行戦略を使用する
Amazon EMR リリース 6.4.0 以降では、EMRFS は、additive-multiplicative-reduces (AIMD) モデルに基づ
く代替再試行戦略をサポートします。AIMD 再試行戦略は、大規模な Amazon EMR クラスターで作業する
場合に特に便利です。

AIMD は、最近の成功したリクエストに関するデータを使用してカスタムリクエストレートを計算しま
す。この戦略では、スロットリングされるリクエストの数と、リクエストごとに必要な合計試行数が減少
します。

AIMD 再試行戦略を有効にするには、以下の例のように、emrfs-site 設定で fs.s3.aimd.enabled プ
ロパティを true に設定する必要があります。

[ 
    { 
      "Classification": "emrfs-site", 
      "Properties": { 
        "fs.s3.aimd.enabled": "true" 
      } 
    }
]

設定オブジェクトの処理の詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。

詳細な AIMD 再試行設定
次の表にリストされているプロパティを設定して、AIMD 再試行戦略を使用するときの再試行の動作を詳
細に指定できます。大部分のユースケースで、デフォルト値を使用することをお勧めします。

高度な AIMD 再試行戦略のプロパティ

プロパティ デフォルト値 説明

fs.s3.aimd.increaseIncrement0.1 連続するリクエストが成功した
ときにリクエストレートが上昇
する速さを制御します。

fs.s3.aimd.reductionFactor 2 Amazon S3 が 503 レスポンスを
返すときにリクエストレートが
減少する速さを制御します。デ
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プロパティ デフォルト値 説明
フォルト係数の 2 は、リクエス
トレートを半分に削減します。

fs.s3.aimd.minRate 0.1 リクエストで S3 による持続的な
スロットリングが生じる場合の
リクエストレートの下限を設定
します。

fs.s3.aimd.initialRate 5500 初期リクエストレートを
設定します。その後、これ
は、fs.s3.aimd.increaseIncrement
と
fs.s3.aimd.reductionFactor
に指定する値に従って変わりま
す。

初期レートは GET リクエストに
も使用され、PUT リクエストに
比例してスケーリングされます 
(3500/5500)。

fs.s3.aimd.adjustWindow 2 リクエストレートを調整する頻
度を制御し、応答数で測定しま
す。

fs.s3.aimd.maxAttempts 100 リクエストを試行する最大試行
回数を設定します。

Spark ステップを追加する
Amazon EMR ステップを使用すると、EMR クラスターにインストールされた Spark フレームワークに
作業を送信できます。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「ステップ」を参照してくださ
い。コンソールと CLI では、spark-submit スクリプトをステップとして自動的に実行する Spark アプ
リケーションステップを使用してこれを行います。API では、ステップを使用し、spark-submit を使用
して command-runner.jar を呼び出します。

Spark へのアプリケーションの送信の詳細については、Apache Spark ドキュメントの「アプリケーション
の送信」を参照してください。

コンソールを使用して Spark ステップを送信する

1. https://console.aws.amazon.com/emr で Amazon EMR コンソールを開きます。
2. [Cluster List] で、クラスターの名前を選択します。
3. [Steps (ステップ)] セクションまでスクロールして展開し、[Add step (ステップの追加)] を選択しま

す。
4. [Add Step] ダイアログボックスで、次のようにします。

• [Step type] では、[Spark application] を選択します。
• [Name] では、デフォルト名（Spark アプリケーション）を使用するか、または新しい名前を入力し

ます。
• [Deploy mode] で、[Client] または [Cluster] を選択します。クライアントモードはクラスターのプ

ライマリインスタンスでドライバープログラムを起動し、クラスターモードはクラスターでドライ
バープログラムを起動します。クライアントモードの場合、ドライバーのログ出力はステップログ
に表示され、クラスターモードの場合、ドライバーのログ出力は最初の YARN コンテナのログに表
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示されます。詳細については、Apache Spark ドキュメントで「クラスターモードの概要」を参照し
てください。

• 目的の Spark-submit オプション を指定します。spark-submit オプションの詳細については、
「spark-submit を使用したアプリケーションの起動」を参照してください。

• [Application location] で、アプリケーションのローカルまたは S3 URI パスを指定します。
• [Arguments (引数)] は、フィールドを空のままにします。
• [Action on failure (失敗時の操作)] では、デフォルトのオプション ([Continue (続行)]) を使用しま

す。
5. [Add] (追加) を選択します。ステップは、[Pending] というステータスでコンソールに表示されます。
6. ステップが実行されると、ステータスは [Pending (保留中)] から [Running (実行中)]、[Running (実行

中)] から [完了済み] に変更されます。スタータスを更新するには、[Actions] (アクション) 列の上にあ
る [Refresh] (更新) アイコンを選択します。

7. ステップの結果は、ロギングを設定している場合、Amazon EMR コンソールの [Cluster Details] (クラ
スターの詳細) ページの [Log Files] (ログファイル) にあるステップの横に表示されます。オプション
で、クラスターを起動したときに設定したログバケットにステップの情報が記載されています。

AWS CLI を使用して作業を Spark に送信するには

クラスターを作成するか、既存のクラスターで aws emr add-steps サブコマンドを使用するとき、ス
テップを送信します。

1. 次の例に示すように、create-cluster を使用します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-5.36.0 --
applications Name=Spark \
--ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--steps Type=Spark,Name="Spark Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--
class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar,10] --use-default-roles

代わりに、次の例のように command-runner.jar を使用できます。

aws emr create-cluster --name "Add Spark Step Cluster" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Spark --ec2-attributes KeyName=myKey --instance-type m5.xlarge --
instance-count 3 \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark Program",Jar="command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-example,SparkPi,10] --use-default-
roles

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

2. または、既に実行中のクラスターにステップを追加します。add-steps を使用します。

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=Spark,Name="Spark 
 Program",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[--class,org.apache.spark.examples.SparkPi,/
usr/lib/spark/examples/jars/spark-examples.jar,10]
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代わりに、次の例のように command-runner.jar を使用できます。

aws emr add-steps --cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF --steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Spark 
 Program",Jar="command-runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Args=[spark-
example,SparkPi,10]

SDK for Java を使用して作業を Spark に送信するには

1. 次の例は、Java を使用した Spark のあるクラスターにステップを追加する方法を示しています。

AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials(accessKey, secretKey);
AmazonElasticMapReduce emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials); 
  
StepFactory stepFactory = new StepFactory();
AmazonElasticMapReduceClient emr = new AmazonElasticMapReduceClient(credentials);
AddJobFlowStepsRequest req = new AddJobFlowStepsRequest();
req.withJobFlowId("j-1K48XXXXXXHCB");

List<StepConfig> stepConfigs = new ArrayList<StepConfig>(); 
   
HadoopJarStepConfig sparkStepConf = new HadoopJarStepConfig() 
   .withJar("command-runner.jar") 
   .withArgs("spark-submit","--executor-memory","1g","--
class","org.apache.spark.examples.SparkPi","/usr/lib/spark/examples/jars/spark-
examples.jar","10");    
   
StepConfig sparkStep = new StepConfig() 
   .withName("Spark Step") 
   .withActionOnFailure("CONTINUE") 
   .withHadoopJarStep(sparkStepConf);

stepConfigs.add(sparkStep);
req.withSteps(stepConfigs);
AddJobFlowStepsResult result = emr.addJobFlowSteps(req);

2. ステップの結果は、ステップのログを調べることで確認します。これは、AWS Management Console 
で、[ステップ] を選択し、使用するステップを選択して、[ログファイル] で stdout または stderr
を選択してロギングを有効にした場合に行えます。利用可能なログを表示するには、[View Logs] を選
択します。

Spark のデフォルト設定を上書きする
Spark のデフォルト設定値をアプリケーションごとに上書きすることができます。これは、ステップを使
用してアプリケーションを送信するとき (原則としてオプションが spark-submit に渡されます) に行
うことができます。たとえば、spark.executor.memory を変更することで、実行プログラムのプロセ
スに割り当てられたメモリを変更することができます。次のような引数を含む --executor-memory ス
イッチを指定します。

spark-submit --executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/spark/
examples/jars/spark-examples.jar 10

同様に、--executor-cores と --driver-memory を調整できます。ステップでは、次の引数をステッ
プに指定できます。

--executor-memory 1g --class org.apache.spark.examples.SparkPi /usr/lib/spark/examples/
jars/spark-examples.jar 10
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さらに、--conf オプションを使用して、組み込みスイッチがない設定を調整することもできます。調整
可能な他の設定の詳細については、Apache Spark ドキュメントの「Spark プロパティの動的なロード」を
参照してください。

Spark アプリケーション履歴を表示する
コンソールでクラスターの詳細ページの [Application user interfaces] (アプリケーションユーザーイン
ターフェイス) タブを使用して、Spark、YARN アプリケーション、および Tez UI の詳細を表示できま
す。Amazon EMR のアプリケーションユーザーインターフェイス (UI) を使用すると、アクティブなジョ
ブとジョブ履歴のトラブルシューティングや分析を簡単に行うことができます。

詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「アプリケーションの履歴を表示する」を参照してくだ
さい。

Spark ウェブ UI にアクセスする
Spark ウェブ UI は、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスターConnect する」セクションにある SSH 
トンネルの作成手順とプロキシの作成手順に従い、クラスターの ResourceManager YARN に移動するこ
とで表示できます。アプリケーションの UI 追跡の下のリンクを選択します。アプリケーションが実行中
の場合は、が表示されますApplicationMaster。ドライバーがどこにあるかにかかわらず、ここからアプリ
ケーションマスターのウェブ UI のポート 20888 に移動できます。YARN クライアントモードで実行する
場合、ドライバーはクラスターのプライマリノードにある可能性があります。アプリケーションを YARN 
クラスターモードで実行している場合、 ApplicationMaster ドライバーはクラスター上のアプリケーショ
ンのにあります。アプリケーションが終了すると、履歴が表示され、EMR クラスターのプライマリノー
ドの 18080 にある Spark HistoryServer UI ポート番号に移動します。これは、すでに完了したアプリケー
ション用です。また、http: //:18080/ で直接 Spark HistoryServer UI に移動することもできますmaster-
public-dns-name。

Amazon EMR リリース 5.25.0 以降では、SSH 接続でウェブプロキシを設定せずに、コンソールから 
Spark 履歴サーバー UI にアクセスできます。詳細については、「永続アプリケーションユーザーインター
フェイスの表示」を参照してください。

Amazon EMR で Apache Spark 用の Amazon 
Redshift インテグレーションを使用する

Amazon EMR リリース 6.4.0 以降では、すべてのリリースイメージに Apache Spark と Amazon Redshift 
の間のコネクタが含まれています。このコネクタを使用すると、Amazon EMR で Spark を使用して 
Amazon Redshift に保存されているデータを処理できます。Amazon EMR リリース 6.4.0 ～ 6.8.0 で
は、spark-redshift統合はオープンソースのコネクタに基づいています。Amazon EMR リリース 6.9.0 
以降では、Apache Spark の Amazon Redshift インテグレーションがコミュニティバージョンからネイ
ティブインテグレーションに移行されました。

トピック
• Apache Spark 用の Amazon Redshift インテグレーションを使用して Spark アプリケーションを起動

する (p. 2349)
• Apache Spark 用の Amazon Redshift インテグレーションによる認証 (p. 2349)
• Amazon Redshift からの読み取りと書き込み (p. 2351)
• Spark コネクタを使用する際の考慮事項と制限事項 (p. 2352)
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Apache Spark 用の Amazon Redshift インテグレー
ションを使用して Spark アプリケーションを起動する
Amazon EMR リリース 6.4 ～ 6.9 では、--jars--packagesまたはオプションを使用して、次の 
JAR ファイルのうちどれを使用するかを指定する必要があります。--jarsこのオプションは、ローカ
ル、HDFS、または HTTP/S を使用して保存される依存関係を指定します。--jarsオプションでサポート
されている他のファイルの場所については、Spark ドキュメントの「高度な依存性管理」を参照してくだ
さい。--packagesこのオプションは、公開 Maven リポジトリに保存されている依存関係を指定します。

• spark-redshift.jar
• spark-avro.jar
• RedshiftJDBC.jar
• minimal-json.jar

Amazon EMR リリース 6.10.0minimal-json.jar 以降は依存関係を必要とせず、他の依存関係はデフォ
ルトで各クラスターに自動的にインストールされます。以下の例は、Apache Spark 用の Amazon Redshift 
インテグレーションを使用して Spark アプリケーションを起動する方法を示しています。

Amazon EMR 6.10.0 +

次の例は、Amazon EMR リリース 6.10spark-redshift 以降でコネクタを使用して Spark アプリ
ケーションを起動する方法を示しています。

spark-submit my_script.py

Amazon EMR 6.4.0 - 6.9.x

Amazon EMR リリース 6.4 ～ 6.9spark-redshift でコネクタを使用して Spark アプリケーション
を起動するには、次の例に示すように、--jars--packagesまたはオプションを使用する必要があり
ます。--jarsオプションで表示されるパスは、JAR ファイルのデフォルトパスであることに注意し
てください。

spark-submit \ 
  --jars /usr/share/aws/redshift/jdbc/RedshiftJDBC.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-
redshift/lib/spark-redshift.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/spark-
avro.jar,/usr/share/aws/redshift/spark-redshift/lib/minimal-json.jar \ 
  my_script.py

Apache Spark 用の Amazon Redshift インテグレー
ションによる認証
AWS Secrets Managerを使用して認証情報を取得し、Amazon 
Redshift に接続する
次のコードサンプルは、Python の Apache Spark PySpark インターフェイスで Amazon Redshift クラス
ターに接続するための認証情報を取得する方法を示しています。AWS Secrets Manager

from pyspark.sql import SQLContext
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)
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secretsmanager_client = boto3.client('secretsmanager')
secret_manager_response = secretsmanager_client.get_secret_value( 
    SecretId='string', 
    VersionId='string', 
    VersionStage='string'
)
username = # get username from secret_manager_response
password = # get password from secret_manager_response
url = "jdbc:redshift://redshifthost:5439/database?user=" + username + "&password=" + 
 password

# Read data from a table
df = sql_context.read \ 
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \ 
    .option("url", url) \ 
    .option("dbtable", "my_table") \ 
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \ 
    .load()

IAM を使用して認証情報を取得し、Amazon Redshift に接続する
Amazon Redshift が提供する JDBC バージョン 2 を使用し、Spark コネクタで Amazon Redshift に接続で
きます。AWS Identity and Access Management(IAM) を使用するには、IAM 認証を使用するように JDBC 
URL を設定します。Amazon EMR から Redshift クラスターに接続するには、IAM ロールに一時的な IAM 
認証情報を取得するアクセス権限を与える必要があります。IAM ロールに次のアクセス権限を割り当て
て、IAM ロールが認証情報を取得して Amazon S3 オペレーションを実行できるようにします。

• Redshift:GetClusterCredentials (プロビジョニングされた Redshift クラスターの場合)
• Redshift:DescribeClusters (プロビジョニングされた Redshift クラスターの場合)
• Redshift:GetWorkgroup (Amazon Redshift Serverless の場合、ワークグループ)
• Redshift:GetCredentials (Amazon Redshift Serverless の場合、ワークグループ)
• S3:GetBucket
• S3:GetBucketLocation
• S3:GetObject
• S3:PutObject
• S3:GetBucketLifecycleConfiguration

詳細についてはGetClusterCredentials、「のリソースポリシー」を参照してくださ
いGetClusterCredentials。

また、COPY および UNLOAD オペレーション中に Amazon Redshift が IAM ロールを引き継げるようにする
必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "redshift.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

以下の例では、Spark と Amazon Redshift の間の IAM 認証を使用しています。
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from pyspark.sql import SQLContext
import boto3

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam//redshift-host:redshift-port/db-name"
iam_role_arn = "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"

# Read data from a table
df = sql_context.read \ 
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \ 
    .option("url", url) \ 
    .option("aws_iam_role", iam_role_arn) \ 
    .option("dbtable", "my_table") \ 
    .option("tempdir", "s3a://path/for/temp/data") \ 
    .mode("error") \ 
    .load()

Amazon Redshift からの読み取りと書き込み
以下のコード例では、データソース API と SparkSQL を使用して Amazon Redshift データベースからサン
プルデータを読み書きします。 PySpark

Data source API

データソース API PySpark を使用して Amazon Redshift データベースからサンプルデータを読み書き
するために使用します。

import boto3
from pyspark.sql import SQLContext

sc = # existing SparkContext
sql_context = SQLContext(sc)

url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName"

df = sql_context.read \ 
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \ 
    .option("url", url) \ 
    .option("dbtable", "tableName") \ 
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \ 
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \ 
    .load()

df.write \ 
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift") \ 
    .option("url", url) \ 
    .option("dbtable", "tableName_copy") \ 
    .option("tempdir", "s3://path/for/temp/data") \ 
    .option("aws_iam_role", "aws_iam_role_arn") \ 
    .mode("error") \ 
    .save()

SparkSQL

SparkSQL PySpark を使用して Amazon Redshift データベースからサンプルデータを読み書きするた
めに使用します。

import boto3
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import json
import sys
import os
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession \ 
    .builder \ 
    .enableHiveSupport() \ 
    .getOrCreate() 
     
url = "jdbc:redshift:iam://redshifthost:5439/database"
aws_iam_role_arn = "arn:aws:iam::accountID:role/roleName" 
     
bucket = "s3://path/for/temp/data"
tableName = "tableName" # Redshift table name

s = f"""CREATE TABLE IF NOT EXISTS {tableName} (country string, data string)  
    USING io.github.spark_redshift_community.spark.redshift  
    OPTIONS (dbtable '{tableName}', tempdir '{bucket}', url '{url}', aws_iam_role 
 '{aws_iam_role_arn}' ); """

spark.sql(s) 
          
columns = ["country" ,"data"]
data = [("test-country","test-data")]
df = spark.sparkContext.parallelize(data).toDF(columns)

# Insert data into table
df.write.insertInto(tableName, overwrite=False)
df = spark.sql(f"SELECT * FROM {tableName}")
df.show()

Spark コネクタを使用する際の考慮事項と制限事項
• Amazon EMR 上の Spark から Amazon Redshift への JDBC 接続に対して SSL を有効にすることをお勧

めします。
• AWS Secrets Managerベストプラクティスとして、Amazon Redshift クラスターの認証情報を管理する

ことをお勧めします。例についてはAWS Secrets Manager、「Amazon Redshift に接続するための認証
情報の取得に使用する」を参照してください。

• Amazon Redshiftaws_iam_role 認証パラメータのパラメータを含む IAM ロールを渡すことをお勧めし
ます。

• 現在、パラメータ tempformat は Parquet 形式をサポートしていません。
• tempdir URI は Amazon S3 の場所を指します。この一時ディレクトリは自動的にはクリーンアップさ

れないため、追加コストが発生する可能性があります。
• Amazon Redshift に関する以下の推奨事項を検討してください。

• Amazon Redshift クラスターへのパブリックアクセスをブロックすることをお勧めします。
• Amazon Redshift 監査ログをオンにすることをお勧めします。
• Amazon Redshift 保管時の暗号化を有効にすることをお勧めします。

• Amazon S3 に関する次の推奨事項を検討してください。
• Amazon S3 バケットへのパブリックアクセスをブロックすることをお勧めします。
• Amazon S3 サーバー側の暗号化を使用して、使用する Amazon S3 バケットを暗号化することをお勧

めします。
• Amazon S3 ライフサイクルポリシーを使用して、Amazon S3 バケットの保持ルールを定義すること

をお勧めします。
• Amazon EMR は、オープンソースからイメージにインポートされたコードを常に検証します。セキュ

リティ上の問題により、Spark から Amazon S3 への次の認証方法はサポートされていません。
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• hadoop-env 設定分類での AWS アクセスキーの設定
• tempdir URI での AWS アクセスキーのエンコード

コネクタの使用方法とサポートされるパラメータの詳細については、次のリソースを参照してください。

• Amazon Redshift 管理ガイドの Apache Spark 用の Amazon Redshift インテグレーション
• Github spark-redshiftのコミュニティリポジトリ

Spark リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Spark のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Important

Apache Spark バージョン 2.3.1 は Amazon EMR リリース 5.16.0 以降で利用で
き、CVE-2018-8024 および CVE-2018-1334 に対処します。Spark の以前のバージョンを Spark 
バージョン 2.3.1 以降に移行することをお勧めします。

Spark バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 3.3.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
delta, emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, emr-s3-select, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, iceberg, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr 6.9.0 3.3.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
delta, emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, emr-s3-select, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, iceberg, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr 6.8.0 3.3.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, iceberg, livy-server, nginx, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave

emr 6.7.0 3.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, iceberg, livy-server, nginx, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave

emr-5.36.0 2.4.8 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.0 3.2.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, iceberg, livy-server, nginx, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave

emr-5.35.0 2.4.8 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr 6.5.0 3.1.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, iceberg, livy-server, nginx, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.4.0 3.1.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-6.3.1 3.1.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-6.3.0 3.1.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.2.1 3.0.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-6.2.0 3.0.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-6.1.1 3.0.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.1.0 3.0.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-6.0.1 2.4.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-6.0.0 2.4.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

EMR 5.34.0 2.4.8 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.33.1 2.4.7 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.33.0 2.4.7 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.32.1 2.4.7 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.32.0 2.4.7 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.31.1 2.4.6 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.31.0 2.4.6 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, hudi-
spark, livy-server, nginx, r, spark-
client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.30.2 2.4.5 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.30.1 2.4.5 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.30.0 2.4.5 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-notebook-env, emr-s3-
select, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, hudi, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.29.0 2.4.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.28.1 2.4.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.28.0 2.4.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, hudi, livy-
server, nginx, r, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.27.1 2.4.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.27.0 2.4.4 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave
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emr-5.26.0 2.4.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.25.0 2.4.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.24.1 2.4.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave
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emr-5.24.0 2.4.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.23.1 2.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.23.0 2.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave
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emr-5.22.0 2.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.21.2 2.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.21.1 2.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave
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emr-5.21.0 2.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.20.1 2.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.20.0 2.4.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave
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emr-5.19.1 2.3.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.19.0 2.3.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.18.1 2.3.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave
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emr-5.18.0 2.3.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
nginx, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave

emr-5.17.2 2.3.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave

emr-5.17.1 2.3.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave
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emr-5.17.0 2.3.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-ddb, 
emr-s3-select, hadoop-client, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
r, spark-client, spark-history-
server, spark-on-yarn, spark-
yarn-slave

emr-5.16.1 2.3.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.16.0 2.3.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.15.1 2.3.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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emr-5.15.0 2.3.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.14.2 2.3.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.14.1 2.3.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.14.0 2.3.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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emr-5.13.1 2.3.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.13.0 2.3.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.12.3 2.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.12.2 2.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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emr-5.12.1 2.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.12.0 2.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.11.4 2.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.11.3 2.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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emr-5.11.2 2.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.11.1 2.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.11.0 2.2.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.10.1 2.2.0 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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emr-5.10.0 2.2.0 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, livy-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.9.1 2.2.0 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.9.0 2.2.0 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.8.3 2.2.0 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave
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emr-5.8.2 2.2.0 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.8.1 2.2.0 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.8.0 2.2.0 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.7.1 2.1.1 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave
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emr-5.7.0 2.1.1 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.6.1 2.1.1 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.6.0 2.1.1 emrfs, emr-goodies, emr-
ddb, hadoop-client, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-httpfs-server, hadoop-
kms-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, hadoop-yarn-
timeline-server, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-5.5.4 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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ポーネント

emr-5.5.3 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.5.2 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.5.1 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.5.0 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.4.1 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.4.0 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.3.2 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.3.1 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.3.0 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.2.3 2.0.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.2.2 2.0.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.2.1 2.0.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.2.0 2.0.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.1.1 2.0.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.1.0 2.0.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.0.3 2.0.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-5.0.0 2.0.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.9.6 1.6.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.9.5 1.6.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.9.4 1.6.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.9.3 1.6.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.9.2 1.6.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.9.1 1.6.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.8.5 1.6.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.8.4 1.6.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.8.3 1.6.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.8.2 1.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.8.0 1.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.7.4 1.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.7.2 1.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

2383



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Spark リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.7.1 1.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.7.0 1.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave

emr-4.6.0 1.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-4.5.0 1.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-4.4.0 1.6.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave
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Amazon EMR リリースラベル Spark バージョン Spark でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.3.0 1.6.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-4.2.0 1.5.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-4.1.0 1.5.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave

emr-4.0.0 1.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-namenode, hadoop-
httpfs-server, hadoop-yarn-
nodemanager, hadoop-yarn-
resourcemanager, spark-client, 
spark-history-server, spark-on-
yarn, spark-yarn-slave
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Apache Sqoop は、Amazon S3、Hadoop、HDFS、および RDBMS データベース間でデータを転送
するためのツールです。詳細については、Apache Sqoop ウェブサイトを参照してください。Sqoop 
は、Amazon EMR リリース 5.0.0 以降に含まれています。以前のリリースには、サンドボックスアプリ
ケーションとして Sqoop が含まれています。詳細については、「Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154)」を参照してください。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Sqoop のバージョンと、Amazon 
EMR で Sqoop と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Sqoop と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.10.0 の Sqoop バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Sqoop バージョン Sqoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 Sqoop 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Sqoop のバージョンと、Amazon 
EMR で Sqoop と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Sqoop と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
5.36.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)」を参照してください。

emr-5.36.0 の Sqoop バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Sqoop バージョン Sqoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-5.36.0 Sqoop 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

トピック
• Amazon EMR での Sqoop に関する考慮事項 (p. 2387)
• Sqoop リリース履歴 (p. 2388)
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Amazon EMR での Sqoop に関する考慮事項
Amazon EMR で Sqoop を実行するときは、以下について検討します。

HCatalog の統合での Sqoop の使用
Amazon EMR の Sqoop は、Sqoop-HCatalog の統合をサポートします。Sqoop を使用して Amazon S3 
の HCatalog テーブルに出力を書き込む場合は、mapred.output.direct.NativeS3FileSystem プ
ロパティと mapred.output.direct.EmrFileSystem プロパティを false に設定して、Amazon 
EMR の直接書き込み機能を無効にしてください。詳細については、「HCatalog の使用 (p. 1885)」を参
照してください。Hadoop の -D mapred.output.direct.NativeS3FileSystem=false および -D 
mapred.output.direct.EmrFileSystem=false コマンドを使用できます。直接書き込みを無効にし
ない場合、エラーは発生しませんが、テーブルが Amazon S3 で作成され、データは書き込まれません。

Sqoop JDBC およびデータベースサポート
デフォルトでは、Sqoop には MariaDB および PostgreSQL ドライバーがインストールされていま
す。Sqoop にインストールされた PostgreSQL ドライバーは PostgreSQL 8.4 に対してのみ機能しま
す。Sqoop に代替となる一連の JDBC コネクターをインストールするには、クラスターのマスターノード
に接続して /usr/lib/sqoop/lib にインストールします。以下は各種 JDBC コネクターのリンクです。

• MariaDB: About MariaDB Connector/J
• PostgreSQL: PostgreSQL JDBC driver。
• SQLServer: Download Microsoft JDBC driver for SQL Server。
• MySQL: Download Connector/J
• Oracle: Get Oracle JDBC drivers and UCP from the Oracle Maven repository

Sqoop ################### URL (http://sqoop.apache.org/docs/ version/
SqoopUserGuide.html #_supported_databases) ########################### Sqoop #
##### (#:1.4.6) ###JDBC 接続文字列がこのリストの文字列に一致しない場合は、ドライバーを指定
する必要があります。

例えば、次のコマンドを使用して Amazon Redshift データベーステーブルにエクスポートできます (JDBC 
4.1 の場合)。

sqoop export --connect jdbc:redshift://$MYREDSHIFTHOST:5439/mydb --table mysqoopexport
 --export-dir s3://mybucket/myinputfiles/ --driver com.amazon.redshift.jdbc41.Driver --
username master --password Mymasterpass1

MariaDB と MySQL 両方の接続文字列を使用できますが、MariaDB 接続文字列を指定する場合は、ドライ
バーを指定する必要があります。

sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb --table mysqoopexport --export-
dir s3://mybucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --username master --
password Mymasterpass1

Secure Socket Layer 暗号化を使用してデータベースに接続している場合、次の Sqoop エクスポート例に
あるような JDBC URI を使用する必要があります。

sqoop export --connect jdbc:mariadb://$HOSTNAME:3306/mydb?
verifyServerCertificate=false&useSSL=true&requireSSL=true --table mysqoopexport --export-
dir s3://mybucket/myinputfiles/ --driver org.mariadb.jdbc.Driver --username master --
password Mymasterpass1
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RDS での SSL 暗号化の詳細については、「Amazon RDS ユーザーガイド」の「SSL を使用した DB イン
スタンスへの接続の暗号化」を参照してください。

詳細については、Apache Sqoop ドキュメントを参照してください。

Sqoop リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Sqoop のバージョンと、アプリケーションと
共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Sqoop バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Sqoop バージョン Sqoop でインストールされるコ
ンポーネント

emr-6.10.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr 6.9.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr 6.8.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-6.7.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
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yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.36.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-6.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.35.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr 6.5.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client
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emr-6.4.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-6.3.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-6.3.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-6.2.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-6.2.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client
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emr-6.1.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-6.1.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

EMR 5.34.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.33.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.33.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client
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emr-5.32.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.32.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.31.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.31.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.30.2 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client
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emr-5.30.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.30.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mariadb-
server, sqoop-client

emr-5.29.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.28.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.28.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.27.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.27.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.26.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.25.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.24.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.24.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.23.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.23.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.22.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.21.2 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.21.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.21.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.20.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.20.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.19.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.19.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.18.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.18.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.17.2 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.17.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.17.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.16.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.16.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.15.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.15.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.14.2 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.14.1 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.14.0 1.4.7 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.13.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.13.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.12.3 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.12.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.12.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.12.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.11.4 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.11.3 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.11.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.11.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.11.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.10.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.10.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.9.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.9.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.8.3 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.8.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.8.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.8.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.7.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.7.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.6.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.6.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.5.4 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.5.3 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.5.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.5.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.5.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.4.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.4.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.3.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.3.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.3.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.2.3 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.2.2 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.2.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.2.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client
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emr-5.1.1 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.1.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.0.3 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client

emr-5.0.0 1.4.6 emrfs, emr-ddb, emr-goodies, 
hadoop-client, hadoop-mapred, 
hadoop-hdfs-datanode, hadoop-
hdfs-library, hadoop-hdfs-
namenode, hadoop-httpfs-server, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, mysql-
server, sqoop-client
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TensorFlow
TensorFlow は、機械知能および深層学習アプリケーション向けのオープンソースの記号数学ライブラリ
です。詳細については、TensorFlow Web サイトを参照してください。 TensorFlow は、Amazon EMR リ
リースバージョン 5.17.0 以降で使用できます。

次の表は、Amazon EMR 6.x TensorFlow シリーズの最新リリースに含まれているのバージョン
と、Amazon EMR でインストールされるコンポーネントを示しています TensorFlow。

TensorFlow このリリースでインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

TensorFlow emr-6.10.0 のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-6.10.0 TensorFlow 2.11.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

次の表は、Amazon EMR 5.x TensorFlow シリーズの最新リリースに含まれているのバージョン
と、Amazon EMR でインストールされるコンポーネントを示しています TensorFlow。

TensorFlow このリリースでインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
5.36.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)」を参照してください。

TensorFlow emr-5.36.0 のバージョン情報

Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-5.36.0 TensorFlow 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

TensorFlow Amazon EC2 インスタンスタイプ別ビ
ルド

Amazon EMR TensorFlow で使用されるライブラリのビルドは、クラスター用に選択したインスタンスタ
イプによって異なります。次の表にインスタンスタイプ別のビルドを示します。
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セキュリティ

EC2 インスタンスタイプ TensorFlow ビルド

M5 および C5 TensorFlow 1.9.0 (Intel MKL で最適化)

P2 TensorFlow 1.9.0 (CUDA 9.2、cuDNN 7.1 を使用)

P3 TensorFlow 1.9.0 (CUDA 9.2、cuDNN 7.1、NCCL 
2.2.13 を使用)

NVIDIA NCCL は、P3 インスタンスでのみ使用で
きます。エンドユーザーライセンス契約 (EULA): 
Amazon EMR で Nvidia のコンポーネントを使用す
ると、製品の EULA に概説されている諸条件に同
意したことになります。

その他すべて TensorFlow 1.9.0

セキュリティ
「Using  TensorFlow Secure」に記載されているガイダンスに従うことに加え、信頼できるソースへのア
クセスを制限できるよう、プライベートサブネットでクラスターを起動することをお勧めします。詳細に
ついては、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon VPC オプション」を参照してください。

使用中 TensorBoard
TensorBoard TensorFlow プログラム用の視覚化ツール一式です。詳細については、TensorFlow のウェブ
サイトにある「Visualized Learning」を参照してくださいTensorBoard。

Amazon EMR TensorBoard で使用するには、 TensorBoard クラスターのマスターノードで起動する必要
があります。

Amazon EMR で TensorBoard と TensorFlow を使用するには

1. SSH を使用してクラスターのマスターノードに接続します。詳細については、「Amazon EMR 管理
ガイド」の「SSH を使用してマスターノードに接続する」を参照してください。

2. マスターノードで TensorBoard を起動するには、次のコマンドを入力します。サマリーライターを使
用して概略データの生成と格納を行ったマスターノードのディレクトリで /my/log/directory を
置き換えます。

Amazon EMR 5.19.0 and later

python3 -m tensorboard.main --logdir=/home/hadoop/tensor --bind_all

Amazon EMR 5.18.1 and earlier

python3 -m tensorboard.main --logdir=/my/log/dir

デフォルトでは、マスターノードはポート 6006 とマスターパブリック DNS TensorBoard 名を使用
してホストします。起動すると TensorBoard、次の例に示すように TensorBoard、接続に使用できる 
URL がコマンドライン出力に表示されます。

TensorBoard 1.9.0 at http://master-public-dns-name:6006 (Press CTRL+C to quit)
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3. 信頼できるクライアントからマスターノードのウェブインターフェイスへのアクセスを設定します。
詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR クラスターでホストされている
ウェブインターフェイスの表示」を参照してください。

4. TensorBoard で開くhttp://master-public-dns-name:6006.

TensorFlow リリース履歴
次の表は、Amazon EMR TensorFlow の各リリースに含まれているのバージョンと、アプリケーション
と共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンに
ついては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

TensorFlow バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-6.10.0 2.11.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr 6.9.0 2.10.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr 6.8.0 2.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-6.7.0 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-5.36.0 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-6.0 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.35.0 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr 6.5.0 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-6.4.0 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-6.3.1 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-6.3.0 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-6.2.1 2.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-6.2.0 2.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-6.1.1 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-6.1.0 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-6.0.1 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-6.0.0 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

EMR-5.34.0 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.33.1 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-5.33.0 2.4.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.32.1 2.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.32.0 2.3.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.31.1 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.31.0 2.1.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-5.30.2 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.30.1 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.30.0 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.29.0 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.28.1 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-5.28.0 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.27.1 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.27.0 1.14.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.26.0 1.13.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.25.0 1.13.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-5.24.1 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.24.0 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.23.1 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.23.0 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.22.0 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-5.21.2 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.21.1 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.21.0 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.20.1 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.20.0 1.12.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-5.19.1 1.11.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.19.0 1.11.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.18.1 1.9.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.18.0 1.9.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.17.2 1.9.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Amazon EMR リリースラベル TensorFlow バージョン でインストールされるコンポー
ネント TensorFlow

emr-5.17.1 1.9.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow

emr-5.17.0 1.9.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
tensorflow
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Apache Tez
Apache Tez は、データを処理するためのタスクの複合 Directed Acyclic Graph (DAG) を作成するフレーム
ワークです。場合によっては、Hadoop の代替として使用されます MapReduce。たとえば、Pig と Hive 
のワークフローは Hadoop MapReduce を使用して実行することも、実行エンジンとして Tez を使用する
こともできます。詳細については、https://tez.apache.org/ を参照してください。Tez は、Amazon EMR リ
リースバージョン 4.7.0 以降に含まれています。

次の表は、Amazon EMR がTez と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Tez と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「Eez のコン
ポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

0 の Tez バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 Tez 0.10.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn, 
tez-on-worker

次の表は、Amazon EMR で Tez のバージョンと、Tez と共にインストールされるコンポーネントを示して
います。

このリリースで Tez と共にインストールされるコンポーネントのバージョンは、
「33333333333333333333333333333333 (p. 270)

33333333333333333333333

Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

EMR 5.36.0 Tez 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

トピック
• Tez を使用したクラスターの作成 (p. 2422)
• Tez の設定 (p. 2422)
• Tez ウェブ UI (p. 2423)
• タイムラインサーバー (p. 2424)
• Tez リリース履歴 (p. 2424)
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Tez を使用したクラスターの作成
クラスターを作成するときに、アプリケーションとして Tez を選択してインストールします。

コンソールを使用し、Tez がインストールされたクラスターを作成するには

1. この直接リンクを使用して、https://console.aws.amazon.com/elasticmapreduce にある古い Amazon 
EMR コンソールに移動してください。古いコンソールに切り替えるときに何が起こるかについての詳
細は、「古いコンソールの使用」を参照してください。

2. [Create cluster (クラスターの作成)]、[Go to advanced options (詳細オプションに移動する)] の順に選
択します。

3. [Software Configuration] (ソフトウェア設定) で、[emr-4.7.0] 以降の [Release] (リリース) を選択しま
す。

4. [Tez] と Amazon EMR でインストールする他のアプリケーションを選択します。
5. 必要に応じて他のオプションを選択し、[Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

AWS CLI を使用して Tez がインストールされたクラスターを作成するには

• create-cluster コマンドと -- applications オプションを使用して [Tez] を指定します。次の
例では、Tez がインストールされたクラスターを作成します。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これ
らは削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット 
(^) に置き換えてください。

aws emr create-cluster --name "Cluster with Tez" --release-label emr-5.36.0 \
--applications Name=Tez --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 --use-default-roles

Tez の設定
Tez をカスタマイズするには、値を設定して、tez-site 設定分類を使用します。これにより、tez-
site.xml 設定ファイルが設定されます。詳細については、「Apache TezConfigurationのドキュメント
の」を参照してください。Hive または Pig を変更して Tez 実行エンジンを使用するには、必要に応じて
hive-site と pig-properties 設定分類を使用します。次に例を示します。

Example 例: Tez のルートログインレベルを変更して Tez を Hive や Pig の実行エンジンとして設
定する

次に示す create-cluster コマンドの例では、Tez、Hive、および Pig がインストールされたクラス
ターを作成します。このコマンドでは、Amazon S3 に格納されているファイル myConfig.json を参照
します。そのファイルは tez-site 分類のプロパティを指定して tez.am.log.level を DEBUG に設定
し、hive-site と pig-properties 設定分類を使用して Hive や Pig の実行エンジンを Tez に設定しま
す。

Note

読みやすくするために、Linux 行連続文字 (\) が含まれています。Linux コマンドでは、これらは
削除することも、使用することもできます。Windows の場合、削除するか、キャレット (^) に置
き換えてください。

aws emr create-cluster --release-label emr-5.36.0 \
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--applications Name=Tez Name=Hive Name=Pig --ec2-attributes KeyName=myKey \
--instance-type m5.xlarge --instance-count 3 \
--configurations https://s3.amazonaws.com/mybucket/myfolder/myConfig.json --use-default-
roles

myConfig.json のコンテンツの例を以下に示します。

[ 
    { 
      "Classification": "tez-site", 
      "Properties": { 
        "tez.am.log.level": "DEBUG" 
      } 
    }, 
    { 
      "Classification": "hive-site", 
      "Properties": { 
        "hive.execution.engine": "tez" 
      } 
    }, 
    { 
      "Classification": "pig-properties", 
      "Properties": { 
        "exectype": "tez" 
      } 
    } 
  ]

Note

Amazon EMR バージョン 5.21.0 以降では、実行中のクラスター内のインスタンスグループご
とに、クラスター設定を上書きして追加の設定分類を指定できます。これを行うには、Amazon 
EMR コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用します。
詳細については、「実行中のクラスター内のインスタンスグループの設定を指定する」を参照し
てください。

Tez ウェブ UI
Tez には、独自のウェブユーザーインターフェイスがあります。ウェブ UI を表示するには、次の URL を
参照してください。

http://masterDNS:8080/tez-ui

Tez ウェブ UI で [Hive クエリ] タブを有効にするには、次の設定を指定します。

[ 
  { 
    "Classification": "hive-site", 
    "Properties": { 
      "hive.exec.pre.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook", 
      "hive.exec.post.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook", 
      "hive.exec.failure.hooks": "org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook" 
    } 
  }
]

コンソールでクラスターの詳細ページの [Application user interfaces] (アプリケーションユーザーインター
フェイス) タブを使用して、Tez、Spark、YARN アプリケーション UI の詳細を表示することもできま
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す。Amazon EMR アプリケーションユーザーインターフェイス (UI) はクラスター外でホストされ、クラ
スターが終了した後に使用できます。SSH 接続やウェブプロキシを設定する必要がなく、アクティブな
ジョブとジョブ履歴のトラブルシューティングおよび分析が容易になります。

詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「アプリケーションの履歴を表示する」を参照してくだ
さい。

タイムラインサーバー
YARN Timeline Server は、Tez がインストールされている場合に実行されるよう設定されます。Tez 
MapReduce またはTez を使用して送信されたジョブを表示するには、URL を使用して送信されたジョブ
を表示するには、URL を使用してウェブ UI を確認しますhttp://master-public-DNS:8188。詳細
については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR クラスターでホストされているウェブイン
ターフェイスの表示」を参照してください。

Tez リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースに含まれている Tez のバージョンと、アプリケーションと共
にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンにつ
いては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Tez バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.10.0 0.10.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn, 
tez-on-worker

emr 6.9.0 0.10.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr 6.8.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr 6.7.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

EMR 5.36.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr 6.6.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.35.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr 6.5.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-6.4.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.3.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-6.3.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-6.2.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-6.2.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-6.1.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-6.1.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-6.0.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-6.0.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

EMR 5.34.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.33.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.33.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.32.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.32.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.31.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.31.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.30.2 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.30.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.30.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.29.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.28.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.28.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.27.1 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.27.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.26.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-5.25.0 0.9.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.24.1 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.24.0 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.23.1 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.23.0 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.22.0 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.21.2 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.21.1 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.21.0 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.20.1 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.20.0 0.9.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.19.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.19.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.18.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.18.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.17.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.17.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.17.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.16.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.16.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.15.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.15.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.14.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.14.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.14.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.13.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.13.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.12.3 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.12.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.12.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.12.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.11.4 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.11.3 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.11.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.11.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.11.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.10.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.10.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.9.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.9.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.8.3 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.8.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.8.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.8.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.7.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.7.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.6.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.6.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.5.4 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.5.3 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.5.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.5.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.5.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.4.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.4.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.3.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.3.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.3.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.2.3 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.2.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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emr-5.2.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.2.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.1.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.1.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.0.3 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-5.0.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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Tez リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.9.6 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.9.5 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.9.4 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.9.3 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.9.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.9.1 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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Tez リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.8.5 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.8.4 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.8.3 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.8.2 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.8.0 0.8.4 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.7.4 0.8.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn
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バージョン別の Tez リリースノート

Amazon EMR リリースラベル Tez バージョン Tez でインストールされるコン
ポーネント

emr-4.7.2 0.8.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.7.1 0.8.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

emr-4.7.0 0.8.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-mapred, hadoop-
hdfs-datanode, hadoop-hdfs-
library, hadoop-hdfs-namenode, 
hadoop-kms-server, hadoop-
yarn-nodemanager, hadoop-
yarn-resourcemanager, hadoop-
yarn-timeline-server, tez-on-yarn

バージョン別の Tez リリースノート
トピック

• Amazon EMR 6.9.0-テズリリースノート (p. 2443)
• Amazon EMR 6.8.0-テズリリースノート (p. 2444)
• アマゾン EMR 6.7.0-テズリリースノート (p. 2444)
• アマゾン EMR 6.6.0-テズリリースノート (p. 2444)

Amazon EMR 6.9.0-テズリリースノート

Amazon EMR 6.9.0-テストの変更

型 説明

Upgrade Tez は 0.10.2 にアップグレードされました。詳細
については、Apache Tez 0.10.2 の変更ログを参照
してください。

Upgrade 3333333へアップグレードしてください。

バグ TEZ-4450のた
め、tez.runtime.transfer.data-via-
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バージョン別の Tez リリースノート

型 説明
events.enabledデフォルトでは無効になってい
ます。

Amazon EMR 6.8.0-テズリリースノート
Amazon EMR 6.8.0-テストの変更

型 説明

バックポート TEZ-3363: シャッフルハンドラーの頂点レベルで
中間データを削除

バックポート TEZ-4129: シャッフルハンドラーの試行失敗の中
間試行データを削除

バックポート TEZ-4430: tez.task.launch.cmd-opts プロパティが
機能しない問題を修正しました

アマゾン EMR 6.7.0-テズリリースノート
アマゾン EMR 6.7.0-テストの変更

型 説明

バックポート TEZ-4403: SLF4J のバージョンを 1.7.36 にアップ
グレードしてください

バックポート TEZ-4405: log4j 1.x をリロード4j に置き換えてく
ださい

バックポート TEZ-4411: テズビルド失敗: FileSaver.jsが見つかり
ません

アマゾン EMR 6.6.0-テズリリースノート
アマゾン EMR 6.6.0-テストの変更

型 説明

バックポート TEZ-3918: tez.task.log.level プロパティが機能しな
い問題を修正しました。

バックポート TEZ-4353: コモンズアイオーを 2.8.0 にアップデー
トしてください。

バックポート TEZ-4114: tez から直接の jetty 依存関係を削除し
ました。

バックポート TEZ-4323：TEZ-4114でジェティジャーがディスト
パッケージから削除されました。

2444

https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-3363
https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-4129
https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-4430
https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-4403
https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-4405
https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-4411
https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-3918
https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-4353
https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-4114
https://issues.apache.org/jira/browse/TEZ-4323


Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド

Apache Zeppelin
インタラクティブなデータ検索用のノートブックとして Apache Zeppelin を使用します。 Zeppelin の詳
細については、https://zeppelin.apache.org/ を参照してください。Zeppelin は、Amazon EMR リリース
バージョン 5.0.0 以降に含まれています。以前のリリースには、サンドボックスアプリケーションとして 
Zeppelin が含まれています。詳細については、「Amazon EMR 4.x リリースバージョン (p. 1154)」を参照
してください。

Zeppelin ウェブインターフェイスにアクセスするには、マスターノードへの SSH トンネルとプロキシ接
続を設定します。詳細については、「EMR クラスターでホストされているウェブサイトの表示」を参照し
てください。

次の表は、Amazon EMR 6.x シリーズの最新リリースに含まれている Zeppelin のバージョンと、Amazon 
EMR で Zeppelin と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Zeppelin と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
6.10.0 のコンポーネントバージョン (p. 2)」を参照してください。

emr-6.10.0 の Zeppelin バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-6.10.0 Zeppelin 0.10.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

次の表は、Amazon EMR 5.x シリーズの最新リリースに含まれている Zeppelin のバージョンと、Amazon 
EMR で Zeppelin と共にインストールされるコンポーネントを示しています。

このリリースで Zeppelin と共にインストールされるコンポーネントのバージョンについては、「リリース 
5.36.0 のコンポーネントバージョン (p. 270)」を参照してください。

emr-5.36.0 の Zeppelin バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.36.0 Zeppelin 0.10.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
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Amazon EMR で Zeppelin を使用するときの考慮事項

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント
hudi, hudi-spark, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

トピック
• Amazon EMR で Zeppelin を使用するときの考慮事項 (p. 2446)
• Zeppelin リリース履歴 (p. 2446)

Amazon EMR で Zeppelin を使用するときの考慮事
項

• 同じ SSH トンネリングメソッド を使用して Zeppelin に接続し、マスターノードの他のウェブサーバー
に接続します。Zeppelin サーバーはポート 8890 です。

• Amazon EMR リリースバージョン 5.0.0 以降の Zeppelin は、Shiro 認証をサポートしています。
• Amazon EMR リリースバージョン 5.8.0 以降の Zeppelin は、Spark SQL のメタストアとしての AWS 

Glue Data Catalog の使用をサポートしています。詳細については、「Spark SQL のメタストアとして
の AWS Glue Data Catalog の使用」を参照してください。

• spark.dynamicAllocation.enabled が true に設定されている場合、Zeppelin は YARN に対して
エグゼキュターを動的に割り当てるように指示をしますが、クラスターの spark-defaults.conf 設
定ファイルで定義された設定の一部は使用しません。Zeppelin の [Interpreter (インタープリタ)] タブを
使用してメモリやコアなどのエグゼキュターの設定を行い、インタープリタを再起動してそれらを使用
できるようにする必要があります。

• Amazon EMR 上の Zeppelin は SparkR インタープリタをサポートしていません。

Zeppelin リリース履歴
次の表は、Amazon EMR の各リリースバージョンに含まれている Zeppelin のバージョンと、アプリケー
ションと共にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョ
ンについては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

Zeppelin バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-6.10.0 0.10.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
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Zeppelin リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr 6.9.0 0.10.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr 6.8.0 0.10.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-6.7.0 0.10.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Zeppelin リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.36.0 0.10.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-6.0 0.10.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
hudi, hudi-spark, livy-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.35.0 0.10.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-6.5.0 0.10.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server
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Zeppelin リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-6.4.0 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-6.3.1 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-6.3.0 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-6.2.1 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server
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Zeppelin リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-6.2.0 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-6.1.1 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-6.1.0 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-6.0.1 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-6.0.0 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

EMR-5.34.0 0.10.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.33.1 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.33.0 0.9.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.32.1 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.32.0 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.31.1 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.31.0 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.30.2 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.30.1 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.30.0 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.29.0 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.28.1 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.28.0 0.8.2 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.27.1 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.27.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.26.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.25.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.24.1 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.24.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.23.1 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.23.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.22.0 0.8.1 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
livy-server, r, spark-client, spark-
history-server, spark-on-yarn, 
spark-yarn-slave, zeppelin-server

emr-5.21.2 0.8.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.21.1 0.8.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.21.0 0.8.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.20.1 0.8.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.20.0 0.8.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.19.1 0.8.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.19.0 0.8.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.18.1 0.8.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.18.0 0.8.0 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.17.2 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.17.1 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.17.0 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.16.1 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.16.0 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.15.1 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.15.0 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.14.2 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.14.1 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.14.0 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.13.1 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.13.0 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, r, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.12.3 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.12.2 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.12.1 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.12.0 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.11.4 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.11.3 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.11.2 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.11.1 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.11.0 0.7.3 aws-sagemaker-spark-sdk, 
emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.10.1 0.7.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.10.0 0.7.3 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.9.1 0.7.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.9.0 0.7.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.8.3 0.7.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.8.2 0.7.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.8.1 0.7.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

2465



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
Zeppelin リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.8.0 0.7.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.7.1 0.7.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.7.0 0.7.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.6.1 0.7.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.6.0 0.7.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.5.4 0.7.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.5.3 0.7.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.5.2 0.7.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.5.1 0.7.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.5.0 0.7.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.4.1 0.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.4.0 0.7.0 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.3.2 0.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.3.1 0.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.3.0 0.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.2.3 0.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.2.2 0.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.2.1 0.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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Amazon EMR リリースラベル Zeppelin バージョン Zeppelin と共にインストールさ
れるコンポーネント

emr-5.2.0 0.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.1.1 0.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.1.0 0.6.2 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.0.3 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server

emr-5.0.0 0.6.1 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
spark-client, spark-history-server, 
spark-on-yarn, spark-yarn-slave, 
zeppelin-server
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アパッチ ZooKeeper
Apache ZooKeeper は、設定情報の管理、命名、分散同期の提供、およびグループサービスの提供を行う
ための一元化されたサービスです。の詳細については ZooKeeper、http://zookeeper.apache.org/ を参照し
てください。

次の表は、Amazon EMR 6.x ZooKeeper シリーズの最新リリースに含まれるコンポーネントを示していま
す ZooKeeper。

ZooKeeper このリリースでインストールされるコンポーネントのバージョンを参照してください (p. 2)。

ZooKeeper em5.10.0 バージョン情報バージョン情報バージョン情報バージョン情報バージョン情
報バージョン情報バージョン

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-6.10.0 ZooKeeper 3.5.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

次の表は、Amazon EMR 5.x ZooKeeper シリーズの最新リリースに含まれるコンポーネントを示していま
す ZooKeeper。

ZooKeeper このリリースでインストールされるコンポーネントのバージョンを参照してくださ
い (p. 270)。

ZooKeeper em5.36.4.0 バージョン情報バージョン情報バージョン情報バージョン情報バージョン
情報バージョン情報バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.36.0 ZooKeeper 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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トピック
• ZooKeeper リリース履歴 (p. 2472)

ZooKeeper リリース履歴
次の表は、Amazon EMR ZooKeeper の各リリースに含まれているバージョンと、Amazon EMR と共
にインストールされるコンポーネントを示しています。各リリースのコンポーネントバージョンにつ
いては、Amazon EMR 5.x リリースバージョン (p. 267) または Amazon EMR 4.x リリースバージョ
ン (p. 1154) でリリースに応じたコンポーネントバージョンのセクションを参照してください。

ZooKeeper バージョン情報

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-6.10.0 3.5.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr 6.9.0 3.5.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr 6.8.0 3.5.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.7.0 3.5.7 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.36.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.0 3.5.7 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.35.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.5.0 3.5.7 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-6.4.0 3.5.7 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.3.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.3.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.2.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-6.2.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.1.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.1.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-6.0.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-6.0.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

EMR-5.34.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.33.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.33.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.32.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.32.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.31.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.31.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.30.2 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.30.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.30.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.29.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.28.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.28.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.27.1 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.27.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.26.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.25.0 3.4.14 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.24.1 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.24.0 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.23.1 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.23.0 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.22.0 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.21.2 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.21.1 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.21.0 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.20.1 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.20.0 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.19.1 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.19.0 3.4.13 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.18.1 3.4.12 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.18.0 3.4.12 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.17.2 3.4.12 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.17.1 3.4.12 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.17.0 3.4.12 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.16.1 3.4.12 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.16.0 3.4.12 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.15.1 3.4.12 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.15.0 3.4.12 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.14.2 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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ZooKeeper リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.14.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.14.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.13.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.13.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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ZooKeeper リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.12.3 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.12.2 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.12.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.12.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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ZooKeeper リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.11.4 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.11.3 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.11.2 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.11.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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ZooKeeper リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.11.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.10.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.10.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.9.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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ZooKeeper リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.9.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.8.3 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.8.2 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.8.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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ZooKeeper リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.8.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.7.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.7.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.6.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

2491



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
ZooKeeper リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.6.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
hadoop-yarn-timeline-server, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.5.4 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.5.3 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.5.2 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.5.1 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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ZooKeeper リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.5.0 3.4.10 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.4.1 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.4.0 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.3.2 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.3.1 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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ZooKeeper リリース履歴

Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.3.0 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.2.3 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.2.2 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.2.1 3.4.9 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.2.0 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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Amazon EMR リリースラベル ZooKeeper バージョン インストールコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネントコンポーネントコ
ンポーネント ZooKeeper

emr-5.1.1 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.1.0 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.0.3 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server

emr-5.0.0 3.4.8 emrfs, emr-goodies, hadoop-
client, hadoop-hdfs-datanode, 
hadoop-hdfs-library, hadoop-
hdfs-namenode, hadoop-httpfs-
server, hadoop-kms-server, 
hadoop-yarn-nodemanager, 
hadoop-yarn-resourcemanager, 
zookeeper-client, zookeeper-
server
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DynamoDB 内テーブルのエクスポート、クエリ、結合

コネクターおよびユーティリティ
Amazon EMR には複数のコネクターおよびユーティリティがあり、他の AWS サービスにデータソース
としてアクセスします。これらのサービスのデータには、通常プログラム内でアクセスします。たとえ
ば、Hive クエリ、Pig スクリプト、 MapReduce またはアプリケーションの Kinesis ストリームを指定
し、そのデータを操作できます。

トピック
• Amazon EMR による DynamoDB 内テーブルのエクスポート、インポート、クエリ、結合 (p. 2496)
• Kinesis (p. 2511)
• S3DistCp (s3-dist-cp) (p. 2513)
• S3DistCp ジョブが失敗した後のクリーンアップ (p. 2519)

Amazon EMR による DynamoDB 内テーブルのエク
スポート、インポート、クエリ、結合

Note

Amazon EMR-DynamoDB コネクターは、 GitHubオープンソースです。詳細については、https://
github.com/awslabs/ を参照してくださいemr-dynamodb-connector。

DynamoDB は、高速で予測可能なパフォーマンスとシームレスな拡張性を特長とするフルマネージド 
NoSQL データベースサービスです。開発者がデータベーステーブルを作成し、そのリクエストトラフィッ
クやストレージを無制限に拡張できます。DynamoDB は、高速処理を維持しながら、テーブルのデータ
とトラフィックを十分な数のサーバーに自動的に分散し、顧客が指定したリクエスト容量と、格納され
ているデータ量を処理します。Amazon EMR および Hive を使用すると、DynamoDB に格納されている
データなど、大量のデータを迅速かつ効率的に処理できます。DynamoDB の詳細については、「Amazon 
DynamoDB 開発者ガイド」を参照してください。

Apache Hive は、HiveQL と呼ばれる簡素化された SQL のようなクエリ言語を使用して、マップリデュー
スクラスターにクエリを実行する際に使用できるソフトウェア層で、Hadoop アーキテクチャーの上で
実行されます。Hive および HiveQL の詳細については、「HiveQL 言語マニュアル」を参照してくださ
い。Hive および Amazon EMR の詳細については、「Apache Hive (p. 1919)」を参照してください。

DynamoDB への接続を含む、カスタマイズされたバージョンの Hive とともに Amazon EMR を使用し
て、DynamoDB に保存されたデータに対してオペレーションを実行できます。

• DynamoDB データを Hadoop Distributed File System (HDFS) にロードし、そのデータを Amazon EMR 
クラスターへの入力として使用する。

• SQL のようなステートメント（HiveQL）を使用してライブ DynamoDB データにクエリを実行する
• DynamoDB に格納されたデータを結合し、そのデータをエクスポートするか、結合されたデータに対し

てクエリを実行する。
• DynamoDB に格納されたデータを Amazon S3 にエクスポートする
• Amazon S3 に格納されたデータを DynamoDB にインポートする

Note

Amazon EMR-DynamoDB コネクターは、Kerberos 認証を使用するように設定されたクラスター
をサポートしていません。
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次のタスクのいずれかを実行するには、Amazon EMR クラスターを起動し、DynamoDB のデータの場所
を指定して、DynamoDB のデータを操作するための Hive コマンドを発行します。

Amazon EMR クラスターを起動する方法は複数あります。たとえば、Amazon EMR コンソールやコマン
ドラインインターフェイス (CLI) を使用したり、AWS SDK または Amazon EMR API を使用してクラス
ターをプログラムしたりできます。また、Hive クラスターをインタラクティブに実行するか、スクリプト
から実行するかを選択することもできます。このセクションでは、インタラクティブな Hive クラスターを 
Amazon EMR コンソールと CLI から起動する方法について説明します。

Hive をインタラクティブに使用する方法は、クエリパフォーマンスをテストし、アプリケーションを調
整するには最適です。定期的に実行する一連の Hive コマンドを確立したら、Amazon EMR が実行できる 
Hive スクリプトを作成することを検討します。

Warning

DynamoDB テーブルに対する Amazon EMR 読み取りまたは書き込みオペレーションは、確立
されたプロビジョニング済みスループットに対して不利に働き、プロビジョニングされたスルー
プットの例外が発生する頻度が高くなる可能性があります。リクエストが多い場合、Amazon 
EMR はエクスポネンシャルバックオフによってリトライを実装し、DynamoDB テーブルに対す
るリクエストロードを管理します。Amazon EMR ジョブを他のトラフィックと同時に実行する
と、割り当てられたプロビジョニング済みスループットレベルを超えることがあります。Amazon
ThrottleRequestsの指標を確認することでこれを監視できます CloudWatch。リクエストロードが
高すぎる場合は、クラスターを再作成して、読み込みパーセントの設定 (p. 2509) または 書き込
みパーセントの設定 (p. 2510) をより低い値に設定し、Amazon EMR オペレーションを調整でき
ます。DynamoDB スループットの設定については、「プロビジョニングされたスループット」を
参照してください。
テーブルがオンデマンドモードに設定されている場合は、エクスポートまたはインポート操作を
実行する前に、テーブルをプロビジョニングモードに戻す必要があります。DynamoDBTable か
ら使用するリソースを計算するには、パイプラインにスループット比率が必要です。オンデマン
ドモードでは、プロビジョニングされたスループットが削除されます。スループット容量をプロ
ビジョニングするには、Amazon CloudWatch Events メトリクスを使用して、テーブルが使用し
た集約スループットを評価できます。

トピック
• Hive コマンドを実行するように Hive テーブルをセットアップする (p. 2497)
• DynamoDB 内データのエクスポート、インポート、クエリを行う Hive コマンドの使用例 (p. 2503)
• DynamoDB での Amazon EMR オペレーションのパフォーマンスの最適化 (p. 2509)

Hive コマンドを実行するように Hive テーブルをセッ
トアップする
Apache Hive は、SQL のような言語を使用して、Amazon EMR クラスターに含まれるデータに対し
てクエリを実行する際に使用できるデータウェアハウスアプリケーションです。Hive の詳細について
は、http://hive.apache.org/ を参照してください。

次の手順は、既にクラスターを作成し、Amazon EC2 キーペアを指定したことを前提にしています。クラ
スターの作成を開始する方法については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「Amazon EMR の開始方法」
を参照してください。

使用するように Hive を設定する MapReduce
Amazon EMR で Hive を使用して DynamoDB テーブルに対してクエリを実行する場合、デフォルトの
実行エンジンである Tez を Hive が使用していると、エラーが発生する可能性があります。このため、
このセクションで説明しているように、DynamoDB と統合される Hive でクラスターを作成するときに
は、Hive が使用するように設定する設定分類を使用することをお勧めします MapReduce。詳細について
は、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照してください。
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次のスニペットは、Hive MapReduce の実行エンジンとして設定するために使用する構成分類とプロパ
ティを示しています。

[ 
                { 
                    "Classification": "hive-site", 
                    "Properties": { 
                        "hive.execution.engine": "mr" 
                    } 
                } 
             ]

Hive コマンドをインタラクティブに実行するには

1. マスターノードに接続します。詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「SSH を使用して
マスターノードに接続する」を参照してください。

2. 現在のマスターノードの コマンドプロンプトで、hive と入力します。

hive> という Hive プロンプトが表示されます。
3. Hive アプリケーションのテーブルを DynamoDB のデータにマップする Hive コマンドを入力します。

このテーブルは、Amazon DynamoDB に格納されているデータの参照として機能します。データは 
Hive のローカルに保存されておらず、このテーブルを使用するクエリは、DynamoDB 内のライブ
データに対して実行されます。また、コマンドを実行するたびに、テーブルの読み取り容量と書き込
み容量が消費されます。同じデータセットに対して複数の Hive コマンドを実行する予定がある場合
は、まずエクスポートすることをお勧めします。

次に、Hive テーブルを DynamoDB テーブルにマッピングする構文を示します。

CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename
 (hive_column1_name column1_datatype, hive_column2_name column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",  
"dynamodb.column.mapping" = 
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name..."); 
                 

DynamoDB から Hive にテーブルを作成する場合、EXTERNAL というキーワードを使用して外部テー
ブルとして作成する必要があります。外部テーブルと内部テーブルの違いは、内部テーブルの drop が
実行されると内部テーブルのデータが削除される点です。Amazon DynamoDB に接続する場合、この
動作は望ましくないため、外部テーブルのみがサポートされます。

たとえば、次の Hive コマンドでは、dynamodbtable1 という DynamoDB テーブルを参照する
hivetable1 というテーブルが Hive に作成されます。DynamoDB テーブル dynamodbtable1 hash-and-
range にはプライマリキースキーマがあります。ハッシュキー要素は name（文字列型）、範囲キー要
素は year（数値型）です。各項目には、holidays（文字列セット型）の属性値があります。

CREATE EXTERNAL TABLE hivetable1 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",  
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");  
                 

行 1 では、HiveQL CREATE EXTERNAL TABLE ステートメントを使用しています。hivetable1 の場
合、DynamoDB テーブルの属性名と値の各ペアについて、列を設定し、データ型を指定する必要があ
ります。これらの値は大文字と小文字が区別されません。列には、（予約語を除き）任意の名前を付
けることができます。
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行 2 では、STORED BY ステートメントを使用しています。STORED 
BY の値は、Hive と DynamoDB 間の接続を処理するクラス名で
す。'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler' のように設定する必
要があります。

行 3 では、TBLPROPERTIES ステートメントを使用して、"hivetable1" を DynamoDB 内の正しいテー
ブルとスキーマに関連付けています。TBLPROPERTIES に、dynamodb.table.name パラメータと
dynamodb.column.mapping パラメータの値を指定します。これらの値は、大文字と小文字が区別
されます。

Note

テーブルのすべての DynamoDB 属性名には、Hive テーブルに対応する列が存在する必要が
あります。Amazon EMR のバージョンに応じて、 one-to-one マッピングが存在しない場合
は、次のシナリオが発生します。

• Amazon EMR のバージョン 5.27.0 以降では、コネクターは、DynamoDB の属性名と Hive 
テーブル内の列間で、 one-to-one 確実にマッピングされるようにするための検証を行いま
す。 one-to-one マッピングが存在しない場合、エラーが発生します。

• Amazon EMR バージョン 5.26.0 以前では、Hive テーブルには DynamoDB からの名前と
値のペアは含まれません。DynamoDB プライマリキー属性をマップしない場合、Hive から
エラーが生成されます。プライマリキー以外の属性をマップしない場合、エラーは生成さ
れませんが、Hive テーブルのデータは表示されません。データ型が一致しない場合、値は 
null です。

次に、hivetable1 で Hive 操作の実行を開始できます。hivetable1 に対して実行されるクエリ
は、DynamoDB アカウントの DynamoDB テーブル dynamodbtable1 に対して内部的に実行され、実行す
るたびに読み取り単位または書き込み単位が消費されます。

DynamoDB テーブルに対して Hive クエリを実行する際には、十分な量の読み込み容量単位をプロビジョ
ニングしておく必要があります。

たとえば、DynamoDB テーブルに対して 100 ユニットの読み込みキャパシティーをプロビジョニングし
ているとします。この場合、1 秒間に 100 の読み込み（409,600 バイト）を実行できます。そのテーブル
に 20 GB（21,474,836,480 バイト）のデータが含まれており、Hive クエリがフルテーブルスキャンを実
行する場合、クエリの実行にかかる時間は次のように見積もられます。

21,474,836,480 / 409,600 = 52,429 秒 = 14.56 時間

必要な時間を短縮するには、ソース DynamoDB テーブルで読み込みキャパシティーユニットを調整する
以外に方法はありません。Amazon EMR ノードを追加しても、役に立ちません。

Hive 出力では、1 つ以上のマッパープロセスが終了すると、完了のパーセンテージが更新されます。プ
ロビジョニングされた読み込みキャパシティーが小さく設定された大きな DynamoDB テーブルでは、完
了のパーセンテージ出力が長時間更新されない場合があります。上記のような場合、ジョブは数時間にわ
たって 0% 完了として表示されます。ジョブの進行状況の詳細なステータスについては、Amazon EMR コ
ンソールに移動してください。ここで、個別のマッパータスクのステータスおよびデータ読み込みの統計
を表示できます。また、マスターノードの Hadoop インターフェイスにログオンし、Hadoop 統計を表示
することもできます。ここには、個別のマップタスクのステータスおよびいくつかのデータ読み込み統計
が表示されます。詳細については、次のトピックを参照してください。

• マスターノード上にホストされるウェブインターフェイス
• Hadoop のウェブインターフェイスを表示する

DynamoDB からのデータのエクスポートやインポート、テーブルの結合などのタスクを実行するその他の 
HiveQL ステートメントの例については、「DynamoDB 内データのエクスポート、インポート、クエリを
行う Hive コマンドの使用例 (p. 2503)」を参照してください。
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Hive リクエストをキャンセルするには

Hive クエリを実行すると、サーバーから返される最初の応答には、リクエストをキャンセルするコマン
ドが含まれます。プロセスの任意の時点でリクエストをキャンセルするには、サーバーの応答に含まれる
Kill Command を使用します。

1. Ctrl+C を入力して、コマンドラインクライアントを終了します。
2. シェルプロンプトで、リクエストに対するサーバーからの最初の応答に含まれていた Kill Command

を入力します。

または、マスターノードのコマンドラインから次のコマンドを実行して、Hadoop ジョブをキルしま
す。この job-id は、Hadoop ジョブの識別子であり、Hadoop ユーザーインターフェイスから取得
できます。

hadoop job -kill job-id
                

Hive と DynamoDB のデータ型
次の表は、使用可能な Hive データ型、対応するデフォルトの DynamoDB 型、およびそれらもマッピング
できる代替 DynamoDB 型を示しています。

Hive の型 デフォルトの DynamoDB 型 代替 DynamoDB 型

string 文字列（S）  

bigint または 
double

数値（N）  

バイナリ バイナリ（B）  

boolean boolean (BOOL)  

array list (L) 数値セット（NS）、文字列セット（SS）、または
バイナリセット（BS）

map<string,string>item map (M)

map<string,?> map (M)  

  null (NULL)  

Hive データを対応する代替 DynamoDB 型として書き込む場合、または DynamoDB データに代替 
DynamoDB 型の属性値が含まれる場合、dynamodb.type.mapping パラメータを使用して列と 
DynamoDB 型を指定できます。次の例は、代替型マッピングを指定する構文を示しています。

CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype, hive_column2_name 
 column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" = 
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
"dynamodb.type.mapping" = "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_datatype"); 

型マッピングパラメータはオプションで、代替型を使用する列に対してのみ指定する必要があります。
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たとえば、次の Hive コマンドでは、DynamoDB テーブル dynamodbtable2 を参照する hivetable2
というテーブルが作成されます。これは、col3 列を文字列セット (SS) 型にマッピングする点を除い
て、hivetable1 に似ています。

CREATE EXTERNAL TABLE hivetable2 (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable2",
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays",
"dynamodb.type.mapping" = "col3:SS"); 

Hive では、hivetable1 と hivetable2 は同一です。ただし、これらのテーブルからのデータが対
応する DynamoDB テーブルに書き込まれる際、dynamodbtable2 には文字列セットが含まれますが
dynamodbtable1 にはリストが含まれます。

Hive null 値を DynamoDB null 型の属性として書き込む場合は、dynamodb.null.serialization
パラメータを使用して実行できます。次の例は、null シリアル化を指定する構文を示しています。

CREATE EXTERNAL TABLE hive_tablename (hive_column1_name column1_datatype, hive_column2_name 
 column2_datatype...)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodb_tablename",
"dynamodb.column.mapping" = 
 "hive_column1_name:dynamodb_attribute1_name,hive_column2_name:dynamodb_attribute2_name...",
"dynamodb.null.serialization" = "true"); 

null シリアル化パラメータはオプションであり、指定しない場合は false に設定されます。パラメータ
設定に関係なく、DynamoDB null 属性は Hive で null 値として読み取られることに注意してくださ
い。null 値を持つ Hive コレクションは、null シリアル化パラメータが true として指定されている場合
にのみ DynamoDB に書き込むことができます。指定されない場合、Hive エラーが発生します。

精度の点で、Hive の bigint 型は Java の long 型と同じであり、Hive の double 型は Java の double 型と同
じです。つまり、エクスポート、インポート、または参照する Hive を使用して、Hive のデータ型で使用
できる精度よりも高い精度の数値データが DynamoDB に格納される場合、DynamoDB データの精度が低
下したり、Hive クエリが失敗したりする可能性があります。

DynamoDB から Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) または HDFS にバイナリ型をエクス
ポートすると、Base64 のエンコード文字列として格納されます。Amazon S3 または HDFS のデータを 
DynamoDB のバイナリ型にインポートする場合、Base64 文字列としてエンコードされます。

Hive のオプション
次の Hive オプションを設定して、Amazon DynamoDB のデータの転送を管理できます。これらのオプ
ションは、現在の Hive セッションの間のみ、有効です。Hive コマンドプロンプトを終了した後で、クラ
スターでこのプロンプトを再び開いた場合、この設定はデフォルト値に戻ります。

Hive のオプション 説明

dynamodb.throughput.read.percent DynamoDB のプロビジョニングされたスループットレー
トが、表の割り当てられた範囲内に収まるように、読み取
りオペレーションのレートを設定します。値は 0.1～1.5
以内にします。

0.5 の値がデフォルトの読み取りレートです。つま
り、Hive は、表に記載されている読み取りのプロビジョ
ニングされた全体のリソースの半分を消費しようと試みま
す。値を 0.5 から増やすと、読み取りリクエストレートも
増えます。0.5 未満に減らすと、読み取りリクエストレー
トも減ります。この読み取りレートは概算です。実際の
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Hive のオプション 説明
読み取りレートは、DynamoDB に統一ディストリビュー
ションのキーがあるかどうかなどの要因によって変わりま
す。

Hive 操作によって、プロビジョニングされたスループット
を頻繁に超える場合、またはライブの読み取りトラフィッ
クがスロットリングされる回数が多い場合、この値を 0.5
未満に減らします。十分な容量があり、Hive 操作を高速に
する場合は、この値を 0.5 より増やします。また、使用
できる未使用の入力/出力操作があると考えられる場合、最
大 1.5 に設定してオーバーサブスクライブを実行すること
もできます。

dynamodb.throughput.write.percent DynamoDB のプロビジョニングされたスループットレー
トが、表の割り当てられた範囲内に収まるように、書き込
みオペレーションのレートを設定します。値は 0.1～1.5
以内にします。

0.5 の値がデフォルトの書き込みレートです。つま
り、Hive は、表に記載されている書き込みのプロビジョ
ニングされた全体のリソースの半分を消費しようと試みま
す。値を 0.5 から増やすと、書き込みリクエストレートも
増えます。0.5 未満に減らすと、書き込みリクエストレー
トも減ります。この書き込みレートは概算です。実際の
書き込みレートは、DynamoDB に統一ディストリビュー
ションのキーがあるかどうかなどの要因によって変わりま
す。

Hive 操作によって、プロビジョニングされたスループット
を頻繁に超える場合、またはライブの書き込みトラフィッ
クがスロットリングされる回数が多い場合、この値を 0.5
未満に減らします。十分な容量があり、Hive 操作を高速に
する場合は、この値を 0.5 より増やします。また、使用
できる未使用の入力/出力操作があると考えられる場合、
または、テーブルに対する最初のデータアップロードで
あり、ライブトラフィックがまだない場合は、最大 1.5 に
設定してオーバーサブスクライブを実行することもできま
す。

dynamodb.endpoint DynamoDB サービスのエンドポイントを指定します。使
用できる DynamoDB エンドポイントの詳細については、
「リージョンとエンドポイント」を参照してください。

dynamodb.max.map.tasks DynamoDB からデータを読み取るときは、マップタスク
の最大数を指定します。この値は、1 以上にする必要があ
ります。

dynamodb.retry.duration Hive コマンドの再試行のタイムアウト期間として使用する
分数を指定します。この値は、0 以上の整数にする必要が
あります。デフォルトのタイムアウト期間は 2 分です。

これらのオプションは、次の例に示すように、SET コマンドを使用して設定されます。

SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;  
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INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *  
FROM hiveTableName;                          
             
         

DynamoDB 内データのエクスポート、インポート、
クエリを行う Hive コマンドの使用例
以下の例では、Hive コマンドを使用して、データを Amazon S3 や HDFS にエクスポートする、データを 
DynamoDB にインポートする、テーブルを結合する、テーブルにクエリを行うなどの操作を行います。

Hive テーブルに対する操作では、DynamoDB に格納されているデータを参照します。Hive コマンド
は、DynamoDB テーブルに設定されたスループット設定の制約を受けます。また、取得されるデータに
は、Hive 操作リクエストが DynamoDB で処理された時点で DynamoDB テーブルに書き込まれている
データが含まれます。データ取得プロセスに時間がかかる場合、Hive コマンドによって返されたデータに
は、Hive コマンドの開始後に DynamoDB で更新されたものが含まれる可能性があります。

Hive コマンドの DROP TABLE と CREATE TABLE は、Hive のローカルテーブルにのみ作用
し、DynamoDB のテーブルの作成または削除は行いません。Hive クエリが DynamoDB のテーブルを参照
する場合、そのテーブルは、クエリを実行する前に存在している必要があります。DynamoDB でのテーブ
ルの作成と削除の詳細については、「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「DynamoDB のテー
ブルの操作」を参照してください。

Note

Hive テーブルを Amazon S3 内の場所にマッピングする場合、バケットのルートパス (s3://
mybucket) にはマッピングしないでください。これを行うと、Hive がデータを Amazon S3 に
書き込むときにエラーが発生することがあります。代わりに、テーブルをバケットのサブパス
（s3://mybucket/mypath）にマッピングします。

DynamoDB からデータをエクスポートする
Hive を使用して DynamoDB のデータをエクスポートすることができます。

DynamoDB テーブルを Amazon S3 バケットにエクスポートするには

• DynamoDB に格納されたデータを参照する Hive テーブルを作成します。次に、INSERT 
OVERWRITE コマンドを呼び出して、データを外部ディレクトリに書き込みます。次の例で
は、s3://bucketname/path/subpath/ は Amazon S3. 内の有効なパスです。CREATE コマンド
で列とデータ型が DynamoDB 内の値と一致するように調整します。これを使用して DynamoDB デー
タのアーカイブを Amazon S3 に作成できます。

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",  
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");                    
                     
INSERT OVERWRITE DIRECTORY 's3://bucketname/path/subpath/' SELECT *  
FROM hiveTableName;                     
                 

書式設定を使用して DynamoDB テーブルを Amazon S3 バケットにエクスポートするには

• Amazon S3 内の場所を参照する外部テーブルを作成します。これは次の例では s3_export で
す。CREATE の呼び出しで、テーブルの行の書式を指定します。次に、INSERT OVERWRITE を使
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用して DynamoDB のデータを s3_export にエクスポートすると、データは指定の書式で書き込まれま
す。次の例では、データはカンマ区切り値（CSV）形式で書き込まれます。

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",  
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");                       
                     
CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/'; 
                     
INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *  
FROM hiveTableName;                     
                 

列のマッピングを指定せずに DynamoDB テーブルを Amazon S3 バケットにエクスポートするに
は

• DynamoDB に格納されたデータを参照する Hive テーブルを作成します。これは、カラムマッピン
グを指定しないこと以外、前の例とほぼ同じです。このテーブルには map<string, string> 型
の列が 1 つだけ含まれている必要があります。次に、Amazon S3 に EXTERNAL テーブルを作成した
ら、INSERT OVERWRITE コマンドを呼び出して DynamoDB のデータを Amazon S3 に書き込みま
す。これを使用して DynamoDB データのアーカイブを Amazon S3 に作成できます。カラムマッピン
グがないので、この方法でエクスポートされたテーブルをクエリすることはできません。カラムマッ
ピングを指定しないデータのエクスポートは、Amazon EMR AMI 2.2.x 以降でサポートされる Hive 
0.8.1.5 以降で利用できます。

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");   
     
CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';  
                 
INSERT OVERWRITE TABLE s3TableName SELECT *  
FROM hiveTableName;                     
             

データ圧縮を使用して DynamoDB テーブルを Amazon S3 バケットにエクスポートするには

• Hive では、Hive セッション中に設定できる圧縮コーデックが複数あります。これを行うことで、エク
スポートデータは、指定した形式で圧縮されます。次の例では、LZO（Lempel-Ziv-Oberhumer）アル
ゴリズムを使用して、エクスポートされたファイルを圧縮します。

SET hive.exec.compress.output=true;
SET io.seqfile.compression.type=BLOCK;
SET mapred.output.compression.codec = com.hadoop.compression.lzo.LzopCodec;             
         
                     
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",  
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");                     
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CREATE EXTERNAL TABLE lzo_compression_table (line STRING)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/'; 
                     
INSERT OVERWRITE TABLE lzo_compression_table SELECT *  
FROM hiveTableName;                     
                 

以下の圧縮コーデックを利用できます。

• org.apache.hadoop.io.compress。 GzipCodec
• org.apache.hadoop.io.compress。 DefaultCodec
• com.hadoop.compression.lzo。 LzoCodec
• com.hadoop.compression.lzo。 LzopCodec
• org.apache.hadoop.io.compress.BZip2Codec
• org.apache.hadoop.io.compress。 SnappyCodec

DynamoDB テーブルを HDFS にエクスポートするには

• 次の Hive コマンドを使用します。hdfs: ///directoryName は有効な HDFS hiveTableNameパ
スであり、DynamoDB を参照する Hive のテーブルです。Hive 0.7.1.1 はデータを Amazon S3 
にエクスポートする際に HDFS を中間ステップとして使用するので、このエクスポート操作
は、DynamoDB テーブルを Amazon S3 にエクスポートするよりも高速です。また、次の例
は、dynamodb.throughput.read.percent を 1.0 に設定して読み取りリクエストレートを上げる
方法を示しています。

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",  
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");  
                     
SET dynamodb.throughput.read.percent=1.0;                     
                     
INSERT OVERWRITE DIRECTORY 'hdfs:///directoryName' SELECT * FROM hiveTableName; 
                 

Amazon S3 へのエクスポートで説明したように、書式設定や圧縮を使用して HDFS にデータをエク
スポートすることもできます。これを行うには、上記の例の Amazon S3 ディレクトリを HDFS ディ
レクトリに置き換えるだけです。

印刷不可の UTF-8 文字データを Hive で読み取るには

• テーブル作成時に STORED AS SEQUENCEFILE 句を使用すると、印刷不可の UTF-8 文字データ
を Hive で読み取ることができます。A SequenceFile は Hadoop バイナリファイルフォーマットで
す。このファイルを読み取るには Hadoop を使用する必要があります。次の例に、DynamoDB から 
Amazon S3 にデータをエクスポートする方法を示します。この機能を使用して印刷不可の UTF-8 で
エンコードされた文字を処理できます。

CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",  
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");                       
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CREATE EXTERNAL TABLE s3_export(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
STORED AS SEQUENCEFILE
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/'; 
                     
INSERT OVERWRITE TABLE s3_export SELECT *  
FROM hiveTableName;                     
                 

DynamoDB へのデータのアップロード
Hive を使用してデータを DynamoDB に書き込む場合は、書き込み容量単位の数をクラスター内のマッ
パーの数より大きいことを確認する必要があります。たとえば、m1.xlarge EC2 インスタンスで実行さ
れるクラスターは、インスタンスごとに 8 個のマッパーを作成します。10 個のインスタンスがあるクラ
スターの場合は、合計 80 個のマッパーがあることになります。書き込み容量単位がクラスター内のマッ
パーの数以下である場合、Hive の書き込み操作は書き込みスループットを消費しきるか、プロビジョニン
グされた以上のスループットを消費しようとします。各 EC2 インスタンスタイプによって生成されるマッ
パーの数の詳細については、Hadoop の設定 (p. 1631) を参照してください。

Hadoop 内のマッパーの数は入力分割数によって決まります。分割数が少なすぎる場合、書き込みコマン
ドは書き込みスループットを消費しきれない可能性があります。

同じキーを持つ項目がターゲット DynamoDB テーブルに存在する場合、項目は上書きされます。キーを
持つ項目がターゲット DynamoDB テーブルに存在しない場合、その項目は挿入されます。

Amazon S3 のテーブルを DynamoDB にインポートするには

• Amazon EMR (Amazon EMR) と Hive を使用して、Amazon S3 から DynamoDB にデータを書き込む
ことができます。

CREATE EXTERNAL TABLE s3_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';                     
                     
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",  
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");   
                     
INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM s3_import; 
                 

カラムマッピングを指定せずに Amazon S3 バケットのテーブルを DynamoDB にインポートする
には

• 以前 DynamoDB からエクスポートされ Amazon S3 に格納されたデータを参照する EXTERNAL
テーブルを作成します。インポートする前に、テーブルが DynamoDB に存在することと、その
キースキーマが、以前エクスポートされた DynamoDB テーブルと同じであることを確認します。
また、テーブルには map<string, string> 方の列が 1 つだけ含まれる必要があります。次
に、DynamoDB にリンクされている Hive テーブルを作成したら、INSERT OVERWRITE コマンドを
呼び出して Amazon S3 のデータを DynamoDB に書き込みます。カラムマッピングがないので、この
方法でインポートされたテーブルにクエリを行うことはできません。カラムマッピングを指定しない
データのインポートは、Amazon EMR AMI 2.2.3 以降でサポートされる Hive 0.8.1.5 以降で利用でき
ます。

CREATE EXTERNAL TABLE s3TableName (item map<string, string>)
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ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\n'
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';  
                         
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (item map<string,string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1");   
                  
INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT *  
FROM s3TableName;                     
             

HDFS のテーブルを DynamoDB にインポートするには

• Amazon EMR と Hive を使用して HDFS のデータを DynamoDB にインポートすることができます。

CREATE EXTERNAL TABLE hdfs_import(a_col string, b_col bigint, c_col array<string>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION 'hdfs:///directoryName';                     
                     
CREATE EXTERNAL TABLE hiveTableName (col1 string, col2 bigint, col3 array<string>)
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'  
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "dynamodbtable1",  
"dynamodb.column.mapping" = "col1:name,col2:year,col3:holidays");   
                     
INSERT OVERWRITE TABLE hiveTableName SELECT * FROM hdfs_import; 
                 

DynamoDB 内データのクエリ
次の例は、Amazon EMR を使用して DynamoDB のデータにクエリを行うさまざまな方法を示します。

マッピングされたカラムで最大値を検索するには（max）

• 次のような Hive コマンドを使用します。最初のコマンドの CREATE ステートメントで、DynamoDB 
に格納されたデータを参照する Hive テーブルを作成します。次に、SELECT ステートメントで、そ
のテーブルを使用して、DynamoDB に格納されたデータのクエリを行います。次の例では、指定され
た顧客による最大の注文を検索します。

CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double, 
 items_purchased array<String>)  
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" = 
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT max(total_cost) from hive_purchases where customerId = 717; 
                 

GROUP BY 句を使用してデータを集計するには

• GROUP BY 句を使用して、複数のレコードのデータを収集できます。多くの場合、これは 
sum、count、min、または max のような集計関数とともに使用されます。次の例は、4 件以上注文し
た顧客の注文のうち最大の注文のリストを返します。
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CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double, 
 items_purchased array<String>)  
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" = 
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

SELECT customerId, max(total_cost) from hive_purchases GROUP BY customerId HAVING 
 count(*) > 3; 
                 

2 つの DynamoDB テーブルを結合するには

• 次の例では、2 つの Hive テーブルを DynamoDB に格納されているデータにマッピングします。その
後、2 つのテーブルに対して join を呼び出します。結合はクラスターで計算され、以下を返します。
結合は DynamoDB 内では発生しません。この例は、3 件以上注文した顧客について、顧客とその購入
品のリストを返します。

CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double, 
 items_purchased array<String>)  
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" = 
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

CREATE EXTERNAL TABLE hive_customers(customerId bigint, customerName string, 
 customerAddress array<String>)  
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Customers",
"dynamodb.column.mapping" = 
 "customerId:CustomerId,customerName:Name,customerAddress:Address");

Select c.customerId, c.customerName, count(*) as count from hive_customers c  
JOIN hive_purchases p ON c.customerId=p.customerId  
GROUP BY c.customerId, c.customerName HAVING count > 2; 
                  

異なるソースの 2 つのテーブルを結合するには

• 次の例の Customer_S3 は、Amazon S3 に格納された CSV ファイルを読み込む Hive テーブルであ
り、hive_purchases は、DynamoDB のデータを参照するテーブルです。次の例では、Amazon S3 に 
CSV ファイルとして格納されている顧客データと、DynamoDB に格納されている注文データを結合
し、名前に「Miller」が含まれる顧客による注文を表すデータのセットを返します。

CREATE EXTERNAL TABLE hive_purchases(customerId bigint, total_cost double, 
 items_purchased array<String>)  
STORED BY 'org.apache.hadoop.hive.dynamodb.DynamoDBStorageHandler'
TBLPROPERTIES ("dynamodb.table.name" = "Purchases",
"dynamodb.column.mapping" = 
 "customerId:CustomerId,total_cost:Cost,items_purchased:Items");

CREATE EXTERNAL TABLE Customer_S3(customerId bigint, customerName string, 
 customerAddress array<String>)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION 's3://bucketname/path/subpath/';

Select c.customerId, c.customerName, c.customerAddress from  
Customer_S3 c  
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JOIN hive_purchases p  
ON c.customerid=p.customerid  
where c.customerName like '%Miller%'; 
                

Note

前の各例には、明確かつ完全にするために CREATE TABLE 句が含まれていました。指定された 
Hive テーブルに対して複数のクエリやエクスポート操作を実行する場合は、Hive セッションの開
始時にテーブルを一度作成するだけで済みます。

DynamoDB での Amazon EMR オペレーションのパ
フォーマンスの最適化
DynamoDB テーブルでの Amazon EMR の操作は読み込み操作としてカウントされ、テーブルのプ
ロビジョニング済みスループットの設定が適用されます。Amazon EMR は独自のロジックを実装し
て、DynamoDB テーブルの負荷を分散させ、プロビジョニング済みスループットを超過する可能性を最小
限に抑えようとします。Amazon EMR はそれぞれの Hive クエリの最後に、プロビジョニング済みスルー
プットを超過した回数など、クエリの処理に使用されたクラスターに関する情報を返します。この情報と
ともに、DynamoDB CloudWatch スループットに関するメトリクスを使用すると、以降のリクエストで 
DynamoDB テーブルの負荷をより適切に管理することができます。

DynamoDB テーブルを操作する際に Hive クエリのパフォーマンスに影響を与える要因を次に示します。

プロビジョニングされた読み込み容量単位
DynamoDB テーブルに対して Hive クエリを実行する際には、十分な量の読み込み容量単位をプロビジョ
ニングしておく必要があります。

たとえば、DynamoDB テーブルに対して 100 ユニットの読み込みキャパシティーをプロビジョニングし
ているとします。この場合、1 秒間に 100 の読み込み（409,600 バイト）を実行できます。そのテーブル
に 20 GB（21,474,836,480 バイト）のデータが含まれており、Hive クエリがフルテーブルスキャンを実
行する場合、クエリの実行にかかる時間は次のように見積もられます。

21,474,836,480 / 409,600 = 52,429 秒 = 14.56 時間

必要な時間を短縮するには、ソース DynamoDB テーブルで読み込みキャパシティーユニットを調整する
以外に方法はありません。Amazon EMR クラスターにノードをさらに追加しても、時間は短縮されませ
ん。

Hive 出力では、1 つ以上のマッパープロセスが終了すると、完了のパーセンテージが更新されます。プ
ロビジョニングされた読み込みキャパシティーが小さく設定された大きな DynamoDB テーブルでは、完
了のパーセンテージ出力が長時間更新されない場合があります。上記のような場合、ジョブは数時間にわ
たって 0% 完了として表示されます。ジョブの進行状況の詳細なステータスについては、Amazon EMR コ
ンソールに移動してください。ここで、個別のマッパータスクのステータスおよびデータ読み込みの統計
を表示できます。

また、マスターノードの Hadoop インターフェイスにログオンし、Hadoop 統計を表示することもできま
す。ここには、個別のマップタスクのステータスおよびいくつかのデータ読み込み統計が表示されます。
詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「マスターノードでホストされているウェブインター
フェイス」を参照してください。

読み込みパーセントの設定
デフォルトでは、Amazon EMR は現在のプロビジョニング済みスループットに基づいて、DynamoDB 
テーブルに対するリクエスト負荷を管理します。ただし、プロビジョニング済みスループットを超過
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した応答を多数含むジョブに関する情報を Amazon EMR が返す場合は、Hive テーブルを設定する際
に、dynamodb.throughput.read.percent パラメータを使用してデフォルトの読み込みレートを
調整することができます。読み込みパーセントパラメータの設定の詳細については、「Hive のオプショ
ン (p. 2501)」を参照してください。

書き込みパーセントの設定
デフォルトでは、Amazon EMR は現在のプロビジョニング済みスループットに基づいて、DynamoDB 
テーブルに対するリクエスト負荷を管理します。ただし、プロビジョニング済みスループットを超過
した応答を多数含むジョブに関する情報を Amazon EMR が返す場合は、Hive テーブルを設定する際
に、dynamodb.throughput.write.percent パラメータを使用してデフォルトの書き込みレートを
調整することができます。書き込みパーセントパラメータの設定の詳細については、「Hive のオプショ
ン (p. 2501)」を参照してください。

再試行間隔の設定
デフォルトでは、Hive クエリが 2 分以内 (デフォルトの再試行間隔) に結果を返さない場合、Amazon 
EMR はこのクエリを再実行します。この間隔は、Hive クエリの実行時に dynamodb.retry.duration
パラメータを設定することによって調整できます。書き込みパーセントパラメータの設定の詳細について
は、「Hive のオプション (p. 2501)」を参照してください。

マップタスクの数
DynamoDB に格納されているデータのエクスポートおよびクエリ実行のリクエストを処理するために 
Hadoop が起動するマッパーデーモンは、最大読み込みレート (毎秒 1 MiB) を上限値として、使用される
読み込みキャパシティーを制限します。DynamoDB で追加のプロビジョニング済みスループットを使用
できる場合は、マッパーデーモンの数を増やせば、Hive エクスポートおよびクエリオペレーションのパ
フォーマンスを向上させることができます。そのためには、クラスター内の EC2 インスタンスの数を増や
すか、または各 EC2 インスタンスで実行されているマッパーデーモンの数を増やします。

クラスター内の EC2 インスタンスの数を増やすには、現在のクラスターを停止し、より多くの EC2 イン
スタンスとともに再起動します。Amazon EMRコンソールからクラスターを起動する場合は、[Configure 
EC2 Instances] (EC2 インスタンスの設定) ダイアログボックスで EC2 インスタンスの数を指定します。
または、CLI からクラスターを起動する場合は ‑‑num-instances オプションを使用します。

インスタンスで実行されるマップタスクの数は、EC2 インスタンスタイプによって異なります。サポート
される EC2 インスタンスタイプ、および各タイプで提供されるマッパーの数の詳細については、タスクの
設定 (p. 1698) を参照してください。そこには、サポートされる設定ごとに "タスクの設定" セクションが
あります。

マッパーデーモンの数を増やすもう 1 つの方法としては、Hadoop の
mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum 設定パラメータをより大きい値に変更し
ます。この場合は、EC2 インスタンスの数またはサイズを大きくせずにマッパーの数を増や
すことができるので、コストを削減できるという利点があります。欠点としては、この値を大
きく設定しすぎると、クラスター内の EC2 インスタンスがメモリ不足になる可能性がありま
す。mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum を設定するには、クラスターを起動
し、mapreduce.tasktracker.map.tasks.maximum の値を mapred-site 設定分類のプロパティとして
指定します。これは次の例で示されます。詳細については、「アプリケーションの設定 (p. 1515)」を参照
してください。

{ 
    "configurations": [ 
    { 
        "classification": "mapred-site", 
        "properties": { 
            "mapred.tasktracker.map.tasks.maximum": "10" 
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        } 
    } 
    ]
}

並列データリクエスト
複数のユーザーまたは複数のアプリケーションから単一のテーブルに複数のデータリクエストが行われる
と、プロビジョニング済み読み込みスループットが減少し、パフォーマンス速度が低下します。

処理間隔
DynamoDB におけるデータの整合性は、各ノードで実行される読み込み/書き込みオペレーションの順序
に影響を受けます。Hive クエリの進行中に、別のアプリケーションが DynamoDB テーブルに新しいデー
タをロードしたり、既存のデータの変更や削除を行ったりする場合があります。この場合、クエリの実行
中にデータに対して行われた変更は Hive クエリの結果に反映されないことがあります。

スループットの超過の回避
DynamoDB に対して Hive クエリを実行する際には、プロビジョニング済みスループットを超過しないよ
うに注意してください。超過すると、アプリケーションによる DynamoDB::Get の呼び出しに必要な容量
が不足してしまいます。これが発生しないようにするには、AmazonDynamoDB::Get でログを確認して
メトリックスを監視することで、アプリケーション呼び出しの読み取り量とスロットリングを定期的に監
視する必要があります CloudWatch。

[Request time] (リクエストタイム)
DynamoDB テーブルの需要が低いタイミングでテーブルにアクセスするように、Hive クエリをスケ
ジューリングすると、パフォーマンスを向上させられます。たとえば、アプリケーションのほとんどの
ユーザーがサンフランシスコに住んでいる場合、大部分のユーザーが睡眠中で DynamoDB データベース
を更新していない毎朝 4 時 (PST) にデータをエクスポートするように選択することができます。

時間ベースのテーブル
データが一連の時間ベースの DynamoDB テーブル (たとえば、1 日あたり 1 つのテーブル) として構成さ
れている場合は、テーブルが非アクティブになったときにデータをエクスポートできます。この手法を使
用すると、データを Amazon S3 に継続的にバックアップできます。

アーカイブされたデータ
DynamoDB に格納されているデータに対して多数の Hive クエリを実行する予定であり、アーカイブさ
れたデータがアプリケーションで許容される場合は、データを HDFS または Amazon S3 にエクスポー
トし、DynamoDB の代わりにデータのコピーに対して Hive クエリを実行することができます。これによ
り、読み込みオペレーションおよびプロビジョニング済みスループットを過度に使用せずに済みます。

Kinesis
Amazon EMR クラスターは、Hive、Pig、Hadoop Streaming API、Cascading などの Hadoop エコシス
テムで使い慣れたツールを使用して MapReduce、Amazon Kinesis Streams を直接読み込み、処理する
ことができます。また、実行しているクラスターで Amazon Kinesis のリアルタイムデータを Amazon 
S3、Amazon DynamoDB、および HDFS の既存データと結合できます。後処理のアクティビティとし
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て、Amazon EMR から Amazon S3 または DynamoDB に直接データをロードできます。Amazon Kinesis 
の主なサービスと料金については、「Amazon Kinesis」を参照してください。

Amazon EMR と Amazon Kinesis の統合で何ができま
すか?
Amazon EMR と Amazon Kinesis の統合により、以下のようなシナリオへの対応が非常に容易になりま
す。

• ストリーミングログ分析 – ストリーミングのウェブログを分析して、リージョン別、ブラウザ別、およ
びアクセスドメイン別に、数分ごとの上位 10 件のエラータイプのリストを生成できます。

• カスタマーエンゲージメント – Amazon Kinesis のクリックストリームデータと DynamoDB テーブルに
保存されている広告キャンペーン情報を結合するクエリを作成し、特定のウェブサイトに表示される最
も効果的な広告カテゴリを特定できます。

• アドホックインタラクティブクエリ – Amazon Kinesis Streams から HDFS に定期的にデータを読み込
み、ローカルの Impala テーブルとして使用可能にすることで、高速かつインタラクティブな分析クエリ
を実行できます。

Amazon Kinesis Streams のチェックポイントの分析
ユーザーは、Amazon Kinesis Streams の定期的なバッチ分析をいわゆる反復で実行できます。Amazon 
Kinesis Streams のデータレコードはシーケンス番号を使用して取得されるため、反復の境界は Amazon 
EMR によって DynamoDB テーブルに格納される開始と終了のシーケンス番号で定義されます。たとえ
ば、iteration0 が終了すると、終了のシーケンス番号が DynamoDB に格納されるため、iteration1
ジョブが開始されたとき、ストリームからそれに続くデータを取得できます。このストリームデータの反
復のマッピングはチェックポイントと呼ばれます。詳細については、「Kinesis コネクター」を参照してく
ださい。

反復でチェックポイントが作成され、ジョブが反復の処理に失敗すると、Amazon EMR はその反復のレ
コードを処理しようとします。

チェックポイントは、次のことが可能になる機能です。

• 同じストリームと論理名で実行した前のクエリにより処理された連続番号の後でデータ処理を開始しま
す

• 前のクエリで処理された Kinesis のデータと同じバッチを再処理します

チェックポイントを有効にするには、スクリプトで kinesis.checkpoint.enabled パラメータを
true に設定します。また、以下のパラメータを設定します。

構成設定 説明

kinesis.checkpoint.metastore.table.name チェックポイント情報が保存される DynamoDB テーブ
ル名

kinesis.checkpoint.metastore.hash.key.name DynamoDB テーブルのハッシュキー名

kinesis.checkpoint.metastore.hash.range.name DynamoDB テーブルの範囲キー名

kinesis.checkpoint.logical.name 現在の処理の論理名

kinesis.checkpoint.iteration.no 論理名に関連付けられている処理の反復番号
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構成設定 説明

kinesis.rerun.iteration.without.wait 失敗した反復がタイムアウトを待たずに再実行できる
かどうかを示すブール値（デフォルトは false）。

Amazon DynamoDB テーブルのプロビジョニングされた IOPS 
に関する推奨事項
Amazon Kinesis 用の Amazon EMR コネクターは、チェックポイントのメタデータの補助として 
DynamoDB データベースを使用します。Amazon Kinesis Streams のデータをチェックポイントの間隔で 
Amazon EMR クラスターで使用する前に、DynamoDB のテーブルを作成する必要があります。テーブル
は Amazon EMR クラスターと同じリージョンに存在する必要があります。以下は、DynamoDB テーブル
にプロビジョニングする必要がある IOPS の数に関する一般的な推奨です。j は同時に実行できる Hadoop 
ジョブ (異なる論理名 + 反復数の組み合わせ) の最大数で、s はジョブが処理するシャードの最大数です。

読み込みキャパシティーユニット: j*s/5

書き込みキャパシティーユニット: j*s

パフォーマンスに関する考慮事項
Amazon Kinesis シャードスループットは、Amazon EMR クラスターのノードのインスタンスのサイズ、
およびストリームのレコードのサイズに正比例しています。マスターノードやコアノードで m5.xlarge か
それ以上のインスタンスを使用することをお勧めします。

Amazon EMR で Amazon Kinesis 分析をスケジュール
する
任意の繰り返しについてタイムアウトと最大期間で制限される、アクティブな Amazon Kinesis Streams 
でデータを分析するときは、ストリームから定期的に詳細を取得するために、分析を頻繁に実行すること
が重要です。定期的な間隔でこのようなスクリプトおよびクエリを実行する方法は複数ありますが、これ
らのような反復タスクには、AWS Data Pipeline を使用することをお勧めします。詳細についてはAWS 
Data Pipeline PigActivity、『AWS Data Pipeline開発者ガイド』AWS Data Pipeline HiveActivityの「」を参
照してください。

S3DistCp (s3-dist-cp)
Apache DistCp は、データの大量を可能にするオープンソースのツールです。S3DistCp は 
DistCp、Amazon S3 と似ていますがAWS、特に Amazon S3 ので動作するように最適化されていま
す。Amazon EMR バージョン 4.0DistCp 以降での S3 のコマンドはs3-dist-cp、クラスターのステップ
またはコマンドラインに追加します。S3 を使用するとDistCp、Amazon S3 の大量のデータを HDFS に
効率的にコピーできます。ここにコピーされたデータは、Amazon EMR クラスターの以降のステップで
処理できます。また、S3DistCp を使用して、Amazon S3 バケット間で、または HDFS から Amazon S3 
にデータをコピーすることもできます。S3DistCp は、AWSバケット間およびアカウント間で多数のオブ
ジェクトをparallel コピーする場合に、よりスケーラブルで効率的です。

実際のシナリオで S3DistCp Sの柔軟性を示す特定のコマンドについては、AWS Big DataDistCp ブログの
「S3 を使用する 7 つのヒント」を参照してください。

同様に DistCp、S3DistCp MapReduce は分散方式でコピーします。複数のサーバー全体でのコピー、エ
ラー処理、復旧、および報告のタスクが共有されます。Apache DistCp オープンソースプロジェクトの詳
細については、Apache Hadoop DistCpドキュメントのガイドを参照してください。
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S3DistCp が指定されたファイルの一部またはすべてをコピーできない場合、クラスターステップは失敗
し、0 以外のエラーコードが返されます。この場合、S3DistCp は部分的にコピーされたファイルをクリー
ンアップしません。

Important

S3 では、アンダースコア文字を含む Amazon S3DistCp バケット名はサポートされません。
S3DistCp は Parquet ファイルの連結をサポートしていません。 PySpark 代わりに使用してくだ
さい。詳細については、「Amazon EMR での Parquet ファイルの連結」を参照してください。
S3DistCp を使用して (ディレクトリの代わりに) 1 つのファイルを S3 から HDFS にコピーする
ときのコピーエラーを避けるには、Amazon EMR バージョン 5.33.0 以降、または Amazon EMR 
バージョン 6.3.0 以降を使用してください。

S3DistCp オプション
S3 はと似ていますが DistCp、DistCp データのコピーと圧縮の方法を変更するためのさまざまな一連のオ
プションをサポートしています。

S3 を呼び出す際にDistCp、次の表で示されているオプションを指定できます。オプションは、引数リスト
を使用してステップに追加されます。S3DistCp 引数の例を以下の表に示します。

オプション 説明 必須

‑‑src=LOCATION コピーするデータのロケーション。HDFS または 
Amazon S3 ロケーションのいずれかを指定できます。

例: ‑‑src=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET1/logs/
j-3GYXXXXXX9IOJ/node

Important

S3 では、アンダースコア文字を含む Amazon 
S3DistCp バケット名はサポートされません。

はい

‑‑dest=LOCATION データのコピー先。HDFS または Amazon S3 ロケー
ションのいずれかを指定できます。

例: ‑‑dest=hdfs:///output

Important

S3 では、アンダースコア文字を含む Amazon 
S3DistCp バケット名はサポートされません。

はい

‑‑srcPattern=PATTERN ‑‑src でのデータのサブセットへのコピー操作
をフィルタリングする正規表現。‑‑srcPattern
と ‑‑groupBy がどちらも指定されていない場合
は、‑‑src のすべてのデータが ‑‑dest にコピーされ
ます。

正規表現の引数にアスタリスク（*）などの特殊文字が
含まれる場合は、正規表現または ‑‑args 文字列全体
のいずれかを引用符（'）で囲む必要があります。

例: ‑‑srcPattern=.*daemons.*-hadoop-.*

いいえ

‑‑groupBy=PATTERN S3 DistCp にその表現と一致するファイルを連結させる
正規表現。たとえば、このオプションを使用すると、1 
時間で書き込まれたすべてのログファイルを 1 つの
ファイルに統合できます。統合されたファイル名は、

いいえ
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オプション 説明 必須
グループ化のためのこの正規表現と一致する値になりま
す。

括弧は、ファイルをグループ化する方法を示していま
す。括弧で囲まれたステートメントと一致するすべて
の項目が 1 つの出力ファイルに統合されます。正規表
現に括弧で囲まれたステートメントが含まれていない場
合、クラスターは S3DistCp ステップで失敗し、エラー
を返します。

正規表現の引数にアスタリスク（*）などの特殊文字が
含まれる場合は、正規表現または ‑‑args 文字列全体
のいずれかを引用符（'）で囲む必要があります。

‑‑groupBy が指定されている場合は、指定された
パターンと一致するファイルのみがコピーされま
す。‑‑groupBy と ‑‑srcPattern は同時に指定する
必要はありません。

例: ‑‑groupBy=.*subnetid.*([0-9]+-[0-9]+-
[0-9]+-[0-9]+).*

‑‑targetSize=SIZE ‑‑groupBy オプションに基づいて作成するファイル
のサイズ（メビバイト（Mib）単位）。整数の値である
必要があります。‑‑targetSizeが設定されている場
合、S3DistCp はこのサイズに合わせようとします。コ
ピーされたファイルの実際のサイズは、この値よりも大
きい場合と小さい場合があります。ジョブはデータファ
イルのサイズに基づいて集計されるため、ターゲット
ファイルサイズがソースデータファイルのサイズに一致
する場合があります。

‑‑groupBy によって統合されたファイルが
‑‑targetSize の値よりも大きい場合、そのファ
イルはパートファイルに分割され、それぞれの
ファイル名の末尾に数値が順番に付けられます。
たとえば、myfile.gz に統合されたファイル
は、myfile0.gz、myfile1.gz などにパートに分割
されます。

例: ‑‑targetSize=2

いいえ

‑‑appendToLastFile Amazon S3 から HDFSDistCp へ既存するファイル
をコピーする際の S3 の動作を指定します。既存の
ファイルに新しいファイルのデータが追加されま
す。‑‑appendToLastFile を指定して ‑‑groupBy
を使用すると、新しいデータは同じグループのファイル
に追加されます。このオプションは、‑‑targetSize
を ‑‑groupBy. を指定して使用した動作にも順守して
います。

いいえ
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オプション 説明 必須

‑‑outputCodec=CODEC コピーされたファイルで使用する圧縮コーデックを指
定します。値としては gzip、gz、lzo、snappy、ま
たは none をとることができます。このオプションを使
用すると、たとえば、Gzip で圧縮された入力ファイル
を LZO 圧縮の出力ファイルに変換したり、コピーオペ
レーションの一環としてファイルを解凍したりできま
す。出力コーデックを選択した場合、ファイル名には適
切な拡張子（gz や gzip など。拡張子は .gz）が付加
されます。‑‑outputCodec の値を指定しない場合、
圧縮に変更が加えられずにファイルがコピーされます。

例: ‑‑outputCodec=lzo

いいえ

‑‑s3ServerSideEncryption ターゲットデータが SSL を使って転送され、AWS サー
ビス側キーを使用して Amazon S3 で自動的に暗号化さ
れるようにします。S3 を使用してデータを取得すると
DistCp、オブジェクトは自動的に暗号化解除されます。
暗号化されていないオブジェクトを、暗号化が必要な 
Amazon S3 バケットにコピーしようとすると、操作は
失敗します。詳細については、「データ暗号化の使用」
を参照してください。

例: ‑‑s3ServerSideEncryption

いいえ

‑‑deleteOnSuccess コピー操作が成功すると、DistCp このオプションによ
り S3 はコピーされたファイルをソースの場所から削除
します。このオプションは、スケジュールされたタス
クとして、ログファイルなどの出力ファイルを、あるロ
ケーションから他のロケーションにコピーするときに役
立ちます。これにより、同じファイルを 2 回コピーせ
ずに済むようになります。

例: ‑‑deleteOnSuccess

いいえ

‑‑disableMultipartUpload マルチパートアップロードの使用を無効にします。

例: ‑‑disableMultipartUpload

いいえ

‑‑multipartUploadChunkSize=SIZEAmazon S3 マルチパートアップロードの各パートのサ
イズ (MiB 単位)。S3DistCp は、よりも大きいデータを
コピーする場合、マルチパートアップロードを使用しま
すmultipartUploadChunkSize。ジョブのパフォー
マンスを高めるには、各パーツのサイズを大きくしま
す。デフォルトサイズは 128 MiB です。

例: ‑‑multipartUploadChunkSize=1000

いいえ

‑‑numberFiles 出力ファイル名の先頭に通し番号を付けま
す。‑‑startingIndex で別の値を指定しない限り、
番号は 0 で開始されます。

例: ‑‑numberFiles

いいえ

‑‑startingIndex=INDEX ‑‑numberFiles とともに使用され、通し番号の開始
値を指定します。

例: ‑‑startingIndex=1

いいえ
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オプション 説明 必須

‑‑outputManifest=FILENAME S3 によってコピーされたすべてのファイルのリストを
含む、Gzip で圧縮されたテキストファイルを作成しま
すDistCp。

例: ‑‑outputManifest=manifest-1.gz

いいえ

‑‑previousManifest=PATH DistCp ‑‑outputManifestフラグを使用して、S3 
への前回の呼び出し中に作成されたマニフェスト
ファイルを読み込みます。‑‑previousManifestフ
ラグを設定すると、S3DistCp はマニフェスト
にリストされているファイルをコピー操作か
ら除外します。‑‑outputManifest と共に
‑‑previousManifest が指定されている場合、新し
いマニフェストファイルには、以前のマニフェストにリ
ストされているファイルも表示されます。ただし、その
ファイルはコピーされません。

例: ‑‑previousManifest=/usr/bin/
manifest-1.gz

いいえ

‑‑requirePreviousManifest S3 への前回の呼び出し時に作成された前回のマニフェ
ストが必要ですDistCp。これが false に設定されている
場合、以前のマニフェストが指定されていないときにエ
ラーが生成されません。デフォルトは true です。

いいえ

‑‑copyFromManifest ‑‑previousManifestの動作を逆にして、S3DistCp 
がコピーから除外するファイルのリストではなく、指定
されたマニフェストファイルをコピーするファイルのリ
ストとして使用するようにします。

例: ‑‑copyFromManifest ‑‑previousManifest=/
usr/bin/manifest-1.gz

いいえ

‑‑s3Endpoint=ENDPOINT ファイルをアップロードするときに使用する Amazon 
S3 エンドポイントを指定します。このオプションは、
アップロード元とアップロード先の両方のエンドポイ
ントを設定します。設定しない場合は、デフォルトの
エンドポイント s3.amazonaws.com が使用されま
す。Amazon S3 エンドポイントの一覧は、「リージョ
ンとエンドポイント」を参照してください。

例: ‑‑s3Endpoint=s3.eu-west-1.amazonaws.com

いいえ

‑‑storageClass=CLASS 送信先が Amazon S3 のときに使用するスト
レージクラス。有効な値は、STANDARD と 
REDUCED_REDUNDANCY です。このオプションが指
定されていない場合、S3DistCp はストレージクラスを
保存しようとします。

例: ‑‑storageClass=STANDARD

いいえ
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オプション 説明 必須

‑‑srcPrefixesFile=PATH src プレフィックスのリスト (1 行ごとにプレフィッ
クスが 1 つずつ) を含む Amazon S3 (s3://)、HDFS 
(hdfs:///)、またはローカルファイルシステム (file:/) 内の
テキストファイル。

srcPrefixesFileが指定されている場合、S3DistCp 
は src パスを一覧表示しません。代わりに、このファイ
ルで指定されたすべてのプレフィックスをリストした
結果を組み合わせたソースリストを生成します。これら
のプレフィックスの代わりに、src パスに対する相対パ
スを使用して宛先パスが生成されます。srcPattern
も指定された場合、入力をさらにフィルタリングす
るため、ソースプレフィックスを組み合わせたリス
ト結果に適用されます。copyFromManifest が使用
された場合、マニフェストのオブジェクトがコピーさ
れ、srcPrefixesFile が無視されます。

例: ‑‑srcPrefixesFile=PATH

いいえ

上記のオプションに加えて、S3DistCp は Tool インターフェイスを実装しています。つまり、一般的なオ
プションをサポートしています。

クラスターに S3DistCp をステップとして追加する
S3DistCp をクラスターのステップとして追加することで呼び出すことができます。ステップは、起動時
にクラスターに追加することも、コンソール、CLI、または API を使用して実行中のクラスターに追加す
ることもできます。以下の例は、実行中のクラスターに S3DistCp ステップを追加する方法を示していま
す。クラスターへのステップの追加の詳細については、「Amazon EMR 管理ガイド」の「クラスターへの
作業の送信」を参照してください。

を使用して実行中のクラスターに S3DistCp ステップを追加するにはAWS CLI

AWS CLI での Amazon EMR コマンドの使用の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参
照してください。

• S3 を呼び出すクラスターにステップを追加するにはDistCp、S3 がコピー操作を実行する方法を指定
するパラメーターを引数として渡します。DistCp

次の例では、デーモンログを Amazon S3 から hdfs:///output にコピーします。次のコマンドに
ついて説明します。

• ‑‑cluster-id でクラスターを指定します。
• JarS3DistCp JAR ファイルの場所です。command-runner.jar を使用してクラスターでコマンドを

実行する方法の例については、「カスタム JAR ステップを送信してスクリプトまたはコマンドを実
行する」を参照してください。

• ArgsS3DistCp に渡すオプションの名前と値のペアのカンマ区切りリストです。使用可能なオプ
ションの完全なリストについては、「S3DistCp オプション (p. 2514)」を参照してください。

実行中のクラスターに S3DistCp コピーステップを追加するには、Amazon S3 に保存された 
JSON ファイルまたはローカルファイルシステムのファイル (この例では) に次の内容を配置しま
す。myStep.jsonj-3GYXXXXXX9IOK をクラスター ID に置き換え、mybucket を Amazon S3 バ
ケット名に置き換えます。
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[ 
    { 
        "Name":"S3DistCp step", 
        "Args":["s3-dist-cp","‑‑s3Endpoint=s3.amazonaws.com","‑‑src=s3://mybucket/logs/
j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","‑‑dest=hdfs:///output","‑‑srcPattern=.*[a-zA-Z,]+"], 
        "ActionOnFailure":"CONTINUE", 
        "Type":"CUSTOM_JAR", 
        "Jar":"command-runner.jar"         
    }
]

aws emr add-steps ‑‑cluster-id j-3GYXXXXXX9IOK ‑‑steps file://./myStep.json

Example Amazon S3 からのログファイルを HDFS へコピーする

この例では、実行中のクラスターにステップを追加して、Amazon S3 バケットに格納されたログファイル
を HDFS にコピーする方法も示します。この例では、‑‑srcPattern オプションを使用して、デーモン
ログにコピーされたデータを制限しています。

‑‑srcPattern オプションを使用してログファイルを Amazon S3 から HDFS にコピーするに
は、Amazon S3 に保存された JSON ファイルまたはローカルファイルシステムのファイル (この例では
myStep.json) に次の内容を配置します。j-3GYXXXXXX9IOK をクラスター ID に置き換え、mybucket
を Amazon S3 バケット名に置き換えます。

[ 
    { 
        "Name":"S3DistCp step", 
        "Args":["s3-dist-cp","‑‑s3Endpoint=s3.amazonaws.com","‑‑src=s3://mybucket/logs/
j-3GYXXXXXX9IOJ/node/","‑‑dest=hdfs:///output","‑‑srcPattern=.*daemons.*-hadoop-.*"], 
        "ActionOnFailure":"CONTINUE", 
        "Type":"CUSTOM_JAR", 
        "Jar":"command-runner.jar"         
    }
]

S3DistCp ジョブが失敗した後のクリーンアップ
S3DistCp が指定されたファイルの一部またはすべてをコピーできない場合、コマンドまたはクラスタース
テップは失敗し、0 以外のエラーコードが返されます。この場合、S3DistCp は部分的にコピーされたファ
イルをクリーンアップしません。手動で削除する必要があります。

部分的にコピーされたファイルは、S3DistCp ジョブの固有識別子を持つサブディレクトリの HDFStmp
ディレクトリに保存されます。この ID はジョブの標準出力に含まれます。

たとえば、ID の S3DistCp ジョブの場合4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6、クラスターの
マスターノードに接続し、次のコマンドを実行すると、ジョブに関連する出力ファイルを表示できます。

hdfs dfs -ls /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6/output

このコマンドによって以下のようなファイルのリストが返されます。

Found 8 items
-rw-r‑‑r‑‑   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/_SUCCESS

2519



Amazon EMR Amazon EMR リリース ガイド
S3DistCp ジョブが失敗した後のクリーンアップ

-rw-r‑‑r‑‑   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00000
-rw-r‑‑r‑‑   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00001
-rw-r‑‑r‑‑   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:02 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00002
-rw-r‑‑r‑‑   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00003
-rw-r‑‑r‑‑   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00004
-rw-r‑‑r‑‑   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00005
-rw-r‑‑r‑‑   1 hadoop hadoop          0 2018-12-10 06:03 /tmp/4b1c37bb-91af-4391-
aaf8-46a6067085a6/output/part-r-00006

その後、以下のコマンドを実行して、ディレクトリとそのすべての内容を削除できます。

hdfs dfs rm -rf /tmp/4b1c37bb-91af-4391-aaf8-46a6067085a6
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Amazon EMR クラスターでのコマン
ドとスクリプトの実行

このトピックでは、クラスターでステップとしてコマンドまたはスクリプトを実行する方法について説明
します。コマンドまたはスクリプトをステップとして実行することは、クラスターに作業を送信する多く
の方法の 1 つであり、次のような場合に役立ちます。

• Amazon EMR クラスターへの SSH アクセスがないとき
• bash コマンドまたはシェルコマンドを実行してクラスターのトラブルシューティングを行うとき

スクリプトは、クラスターを作成するときにも、クラスターがWAITING状態。ステップの処理が始まる前
にスクリプトを実行するには、代わりにブートストラップアクションを使用します。ブートストラップア
クションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドのブートストラップアクションを作成して追加のソ
フトウェアをインストールするを参照してください。

Amazon EMR には、スクリプト、コマンド、およびその他のクラスター上のプログラムを実行するのに役
立つ次のツールが用意されています。どちらのツールも、Amazon EMR 管理コンソールまたは AWS CLI 
を使用して起動できます。

command-runner.jar

クラスターの Amazon EMR AMI にあります。command-runner.jar を使用して、クラスター上で
コマンドを実行できます。command-runner.jar は、フルパスを使用せずに指定します。

script-runner.jar

Amazon S3 (s3://<region>.elasticmapreduce/libs/script-runner/script-
runner.jar) でホストされます。ここで、<region> は Amazon EMR クラスターが存在するリー
ジョンです。script-runner.jar を使用して、ローカルまたはクラスター上の Amazon S3 に保存
されたスクリプトを実行できます。ステップを送信するときに、script-runner.jar の完全な URI 
を指定する必要があります。

スクリプトまたはコマンドを実行するためのカスタ
ム JAR ステップの送信

Amazon EMR での command-runner.jar と script-runner.jar の一般的なユースケースをいくつ
か、次の AWS CLI 例に示します。

Example : command-runner.jar を使用したクラスターでのコマンドの実行

command-runner.jar を使用するとき、ステップの引数のリストに、コマンド、オプション、および値
を指定します。

次の AWS CLI 例では、command-runner.jar を起動する実行中のクラスターにステップを送信し
ます。Args リストで指定されたコマンドは、my-script.sh というスクリプトを Amazon S3 から 
hadoop ユーザーのホームディレクトリにダウンロードします。次に、コマンドはスクリプトの権限を変
更し、my-script.sh を実行します。

AWS CLI を使用するとき、Args リスト内の項目は、リスト要素の間に空白を含めずにコンマで区切
る必要があります。例えば、Args=[example-command, example-option, "example option 
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value"] ではなく Args=[example-command,example-option,"example option value"] を使
用します。

aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Download a script from S3, change its permissions, and run 
 it",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[bash,-c,"aws s3 cp s3://EXAMPLE-
DOC-BUCKET/my-script.sh /home/hadoop; chmod u+x /home/hadoop/my-script.sh; cd /home/
hadoop; ./my-script.sh"] 

Example : script-runner.jar を使用したクラスターでのスクリプトの実行

script-runner.jar を使用するとき、ステップの引数のリストで実行するスクリプトを指定します。

次の AWS CLI 例では、script-runner.jar を起動する実行中のクラスターにステップを送信します。
この場合、my-script.sh という名前のスクリプトが Amazon S3 に保存されます。クラスターのマス
ターノードに保存されているローカルスクリプトを指定することもできます。

aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run a script from S3 with script-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=s3://us-west-2.elasticmapreduce/libs/script-
runner/script-runner.jar,Args=[s3://EXAMPLE-DOC-BUCKET/my-script.sh]

command-runner.jar のその他の使用方法
command-runner.jar を使用して、spark-submit や hadoop-streaming などのツールがある
クラスターに作業を送信することもできます。command-runner.jar を使用してアプリケーション
を起動するときは、SPARK、STREAMING、PIG などの値を使用する代わりに、ステップタイプとして
CUSTOM_JAR を指定します。ツールの可用性は、クラスターにインストールしたアプリケーションによっ
て異なります。

次のコマンド例では、command-runner.jar を使用して、spark-submit を使用するステップを送信し
ます。Args リストにはコマンドとして spark-submit が指定され、その後に Spark アプリケーション
my-app.py の Amazon S3 URI が引数と値とともに続きます。

aws emr add-steps \
--cluster-id j-2AXXXXXXGAPLF \
--steps Type=CUSTOM_JAR,Name="Run spark-submit using command-
runner.jar",ActionOnFailure=CONTINUE,Jar=command-runner.jar,Args=[spark-submit,S3://DOC-
EXAMPLE-BUCKET/my-app.py,ArgName1,ArgValue1,ArgName2,ArgValue2]

次の表に、command-runner.jar を使用して実行できるその他のツールを示します。

ツール名 説明

hadoop-streaming Hadoop ストリーミングプログラムを送信します。
コンソールと SDK では、これはストリーミングス
テップです。

hive-script Hive スクリプトを実行します。コンソールと SDK 
では、これは、Hive のステップです。

pig-script Pig スクリプトを実行します。コンソールと SDK 
では、これは、Pig のステップです。
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command-runner.jar のその他の使用方法

ツール名 説明

spark-submit Spark アプリケーションを実行します。コンソー
ルでは、これは Spark のステップです。

hadoop-lzo ディレクトリで Hadoop LZO インデクサを実行し
ます。

s3-dist-cp 大量のデータを Amazon S3 から HDFS に分散コ
ピーします。詳細については、S3DistCp (s3-dist-
cp) (p. 2513)を参照してください。
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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